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ALVOKO DE POSTEULO
果してこの懸念なきゃ（後輩の叫び）

Estas
TAM dudek jarojn Esperanto estas 

U vivinta en Japanuj 〇. 
plezurege al ni, ke ni povas vidi
la nunan prosperan staton de nia
Esperanta movado, kin multe c!c- 
pendas de P penplena laborado de 
fervoraj samideanoj・

Nuna stato, kiu ŝuldas al la la
borado de entuziasmaj. samideanoj 
dum la pasintaj dudekjaroj, ankoraŭ 
bezonas senlacan laboradon en 
estonteco por firme akiri belajn 
fruktojn. Estus tro kredemc, se ni 
pensus, vidante la nunan prosperon, 
ko Esperanto en Japanujo de nun 
por ĉiam pli disvastiĝos tre facile 
kaj senbare・ りevas ni havi pli da 
kuraĝo ol niaj sindonemaj antaŭ
irintoj.

Estas ordinara fakto, ke oni sin 
gardas, kiam oni batalas kontraŭ 
malfeliĉo, kaj tamen ili ofte eraras 
vojojn, kiam oni estas en ekstaza 
stnt〇. Kaj oni ofte vidas la fakton, 
kc granda grupo, konsistanta el 
multaj samideanoj kaj batalanta por 
la sama celo, disiĝas en multajn 
malgrandajn partiojn, kiam ĝi anti
gas iun gradon de sukceso

Mi dubas, ĉu ni ne efektive vidas 
la fakton suprcskribitan en nia Es- 

湯淺武進..

hスペラントがF!本にはいってから今年 

で二十年にい。ニの冏、我多热心な同志の 

努力に二って我が國てスベラント界今Hの 

盛連を見おに至った二ざは洵に愛買に堪え 

ない。

我E然心な同志の過去二十年間の努力の 

賜物でわら今【Iの成果が・冇終の美栗を收 

むちにd猶今後の撓まざる努力に俟っぺ｝ 

ものが非常に多い。今日の盛連によって、將 

來な無難i速斷ミすちのは早計でわらミ忠 

ふ。過去に於て先輩がなめた辛苦以上？今 

後に於て我々はなめる覺悟がなくてはなら 

ない。

人は逆町に處すろ逍は心得てゐるが、往 

。順境に於て誤リ勝ちであら。大同團結し 

て共同戦線に立ってゐた•一画もわろ一點に 

逹するミ小黨に分裂す〇傾向があるの“我 

。がi（rut□整すみ芒:ろでめる。

我がエスペヲント畀に於ては果してこの 

感なきな得るで・）らうか。私は一片の疑佥 
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peranta movac!〇. Mi neniel povas 
liberigi min de tre malĝoja pensado, 
ke mi iomete vidas la malŝatindan 
inklinon en nia sankta movado, mi 
estas maltrankvila timante, ke la 
malunuiĝo inter Esperantistoj pli 
malhelpos la naturan progreson de 
nia movado, ol des teraj rhalkom- 
preneco kaj premado. Mi penadas 
forjeti tiun maltrankvilon kiel sen
utilan, sed tute vane ; do mi prezent
as al vi, karaj samideanoj, jenan 
devizon por nia movado・

a Ni, tutjapanaj samideanoj, firme 
manpremu unu al alia kaj denove 
rigardu fikse la celan signon !" 

衣きも得わいのでわろしそれは外部の無理 

解睡迫二りも內部即らエス人うンディスト 

問の共同戰線に立っての不一致によって.

H木に於けら今後のエスベラント運動が當 

然の速度も以って進展して行く二ミを不能 

むらしめられるではなからうかさいふので 

あろ。私はこの懸念が杷憂に•終るで外らう 

壬固く信じゃうさするけ紅ごし猶不安“去 

らない、そ•で私はII木の同志に次の提言 

もむすものでわろ。「日本の全エス乂ランテ 

イスト諸君よ、互にしっかり手をつなぎ介 

ひ共同戰線に立ってもう一度目標を正視し 

やうでliteいか。」

AL LA JUNAJ KOREOJ

Jam( asis tri jaroj de post kiam mi 
vojaĝis Koreujon, kaj restis por 
kelke da tagoj en Scoulo, la Metro- 
j)olo de la lando. Sed en mia 
memoro ofte aperas bildoj tieaj: jen 
la «reĝaj palacoj belegaj, jen la 
blankaj vestaroj graciaj, specialaj al 
la popolo.

Estas domaĝo, ke mi devas kon
fesi, ke la vivo observita d? mi en 
Koreujo ne estis gajaspekta nek 
vi\oplena・ Suspektemo, antipatio 
ĉie kaj ĉiam metis dikan barilon 
inter Koreoj kaj Japanoj ・ Sur la 
stratoj, en la vagonaroj oni tuj 
rimarkas pri tio. Ho, kiel mal
feliĉe e stas en la mondo, ke unu 
gento regas sub sia jugo la alian 
genton !

Mi ne estas permesata ĉi tie 
diskuti pri politikaj problemoj ・ Plie 
mi mem ne estas koni petel ita j こ tio. 
Tamen； mia kelktaga restado en

Rokuroo Kijomi

Koreujo forte min konvinkis, ke 
Esperanto, kaj nur Esperanto, povas 
forigi iugrade tinn domaĝan staton 
en la lanc!〇.

Japanaj aŭtoritatoj klopodas plej 
energie klerigi la tutan popolon 
korean. Sennombraj el enis ntaj ler
nejoj kaj liceoj jam estas fonditaj 
por tiu celo. Pri cdukadafero nii 
estas tute eksterulo・ Precipe pri 
tiu en Koreujo nenion mi estas 
informiĝinta. Mi nur scias, ke eĉ 
en elementaj lernejoj por koreaj 
geknaboj japana lingvo estas al
premita kiel la oficiala, kaj ĉiuj 
lecionoj estas instruitaj japane,, ' ĵ

Cu tia plano en cdukado estas 
pravigebla ? Grava demando! 
Tamen, lasu la problemon ĉi okaze, 
kaj rekte nin turnu al tio, ke ĝis 
kia grado la instruo de japana 
lingvo praktike influas super koreaj 
jun uloj・ ‘
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Estas vero, ke inter koreoj ofte 
troviĝas tiuj, kiuj tre lerte, kvaz 4 
veraj japanoj, parolas en nia lingvo. 
Sed tio estas esceptaj0. Duni mia 
vojaĝo en Kore ujo mi rimarkis ĉe 
ciu paŝo, ke la lingva diferenco, 
(kaj sekve la malperfekta kom
preniĝo inter koreoj kaj japanoj) 
faras tiean vivon la plej malfeliĉa. 
Iufoje sur la strato mi demandis en 
nia lingvo la vojon al korea knabo, 
kiu portis sub la brako lernolibron 
skribitan japane・ Alifoje en ĉirkaŭ^ 
urbo korea junulo al mi demandis 
pri iu afero, ankaŭ en japana lingvo. 
Iliajn parolojn al mi estis neeble 
kompreni ĝisfunde, nek miaj paroloj 
al ili> M alkontentaj, malesper- 
iĝintaj, ni ĉiam disiĝis unu de la 
alia. Malgraŭ la penega klopodo 
de P pedagogoj, lingva instruado cc 
h( diaŭ restas en tia malperfekta 
stato. Perfortigi iun nacian lingvon 
al iu alia nacio aŭ gento, kiu havas 
sian propran lingvon, historion kaj 
tradicion, estas kontraŭnature per 
si mem.

Kotca lingvo por ĉiam prosperu 
en Kore ujo. Ni elektu kiel kom
unan lingvon inter japanoj kaj 
koreoj tute alian lingvon, kiu estas 
neŭtrala kaj facile ellernebla^ Pol
ti u celo Esperanto sola estas al* 
prenebla.

Pri la taŭgeco de Esperanto kiel 
internacia komprenigilo ni jam ne 
bezonas rezonadi ĉi tie. Mi nur 
antaŭvidas Ia feliĉan tagon, kiam 
nia frata lando tute estas verdiĝita. 
Geknaboj liberigitaj el tio, ke ili 
devas lerni malfacilajn lecionojn per 
malfacila lingvo. Malkomprcniĝo 
pro lingva diferenco inter popoloj 
reganta kaj regata estu forigitaj, kaj 
regu anstataŭe amiccko kaj「rateco 

ilin interligantaj.
Tro utopie, mi timas, mi preze ntis 

al mi la estontan interrilaton {de 
japanoj kaj koreoj pere de Espcr- 
antOi Nun ni t aksu Espera nton 
sole de la vidpunkto de koreoj mem> 
Tiam, la lingvo pli efektive elmon
tros sian propran valoron.

Koreoj, kiel nacianoj, tenas en 
sia koro pli da ĉagrenoj ol alinacia
noj. Kiaj ĉagrenoj, ni ne diru. Ĉiu 
okaze ilia； koro ŝvelas, sopirante 
trovi ie ajn la elirejon^ Kiaj belaj 
floroj floradis en la ĝardenoj de 
beletristiko en Irtando, Polando Vaj 
Hungaraj0, kies cirkonstancoj kiel 
regnoj iom similas al tiu de Koreujoe 
Oni diras, ke en Korcujo ĝis nun 
aperis nenia granda literaturo. Mi 
ne neas tion. Tamen, kian mirindan 
talenton en la kampo de belartoj 
koreoj elmontris iam en la pasinta 
tempo! Koreoj certe estas elegantaj 
iaŭ nacieco, kaj ilia nuna cirko 
stanco plej taŭgas kici florbedo por 
bela literaturo^

Oni diras, ke lastatempe nova 
literatura movado en Kore ujo iom 
post iom vigliĝis. Tre povas esti! 
Tamen, ĉu la pioniroj de la movado 
serioze pripensas pri la lingvo, per 
kiu ili prezentas sion ideon ? Kiel 
fundamenta princi po korea lingvo 
por tiu celo estas senkondiĉe alpren- 
ebla. Sed tiu lingvo nur estas kom
prenata inter koreoj, kaj tial neeble 
estas rekte trafi ilian celon. Ĉar 
ili ne kontentiĝas nur per tio, kc 
ilia verko alvokas al siaj samnacia・ 
noj, sed certe ili aspiras akiri la 
plej profundan simpation de ciuj 
nacioj de la mondo.

Antaŭnelonge iu koreo publikigis 
sian novelon en japana lingvo, kaj 
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incitis iugrade la intereson de nia 
legantaro. Kuraĝigite de la fakto, 
al mi ŝajnas, aperos pli kaj pli liaj 
sekvantoj inter junaj koreoj• Cu ĝi 
ne estas vana konsumo de energio ? 
Kiel ajn bone la aŭtoroj scipovus 
japanan, ili neniam povus sinesprimi 
en la lingvo, tiel libere kici japana 
literatoro. Al kio do kondukos, eĉ 
se iu geniulo disrompus tiun lingvan 
barilon ! Ilia lasta celo estas alvoki 
al la tuta homaro, kaj ilia majstra 
verko japane skrib让a tute ne kap
ablas por tiu celo.

Koreoj! Si efektive vi volas 
esprimi ĝjsfuncJe viajn sopiron, niab 
ĝojon, indignon, ĉiujn nuancojn de 
sentimento, iru al Esperanto! 
Koreoj denature estas talentaj je 
lingvistiko. Per malpli ol dekono 
da peno postulata en la lernado 
de japana lingvo, vi eerte povos 
spertigi en Esperanto.

Sole de la vidpunkto korea mi ne 
rezonadas pri tio. En japanujo 
ankoraŭ ne kreskas serioza publika 
opinio pri internacilingva problemo, 
ĉar la lando mem estas insulo, kaj 
ticj ordinaraj japanoj tra la vivo 
tute ne havas ŝancon interrilatigi 
kun alilandanoj.

Se Esperanto tiel prosperigos en 
nia frata lando, indif亡rentaj pub
likoj niaj vole-nevole cstos devigitaj 
atenti al nia afero, kaj nia kara 
lingvo fine kaj firme enradikjos en 
nia socia vivo.

Esperanto jam estas pli bezonata 
en la Oriento ol en la Okcidento. 
Precipe al Ko re ujo ĝi donacos 
supermczureblan feliĉegon. Junaj 
koreoj, por la bono de vi nieni, Icaj 
plie por la komuna intereso de P 
tutaj orientanoj, proprigi al vi 
Esperanton!

Esperanta komedio M Fĉrtft de RredĜ " prezentita 6n Macne Ia l*an de 
Majo antan Cirkan 300 ĉeestantoj>
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RJUNOSUKE AKUTAGAŬA

DU LETEROJ
（芥川龍之介原作★二つの手紙★梶弘和エス譯）

(1O) Tradukita de U・ Kaji
私“、増實を記すのに忙しい餘り、その時 

の妻が、妻の二爲人格にすぎない事な證明 

致さXかついやうに思ひます。當Hの正午 

前後、妻“7:しかに外出いたしませんでし 

讥。ニれは、妻自身はもきより、私の宅で召 

使ってゐろ下女も・まう中してゐ;5事でご 

ざいます。又、その前F1から、頭痛がすろさ 

申して.兎角ふさぎ勝ちでゐた妻が、俄に外 

山する筈｛，ございません。して見ますさ、; 

の場合.私の眼I:映じた妻の姿は、ドッペノレ 

ゲンゲ,レでなくて.何でございませう。私 

は.妻が私に外出の有無を間任れて、眼な大 

きくしながら「い、え」さ云った］^を、今で 

しおりわりざ覺丸て居ります。もし世間の 

云ふやうに、妻が私を欺いてわるのなら、あ 

、云ふ、子供のやうな無邪氣な顔は、決して 

出來るしのではございません。

私が第二の私の客观的净在を信ずる前に. 

私の縉神狀態を疑ったのI「勿論の事でご 

ざいます。しかし私の頸腦は少しも混亂し 

て居りません。安眠も出來ます。勉强し出來 

ます。成程.二度目に第二の私な見て以來・ 

稍さもするJものに驚・易くなって居り 

ますが•二れはめの奇怪な現象に接い:結 

果でわって・斷じて原因で“ございません。 

私はごうしても、この存在以外の存在を信 

じむければならないやう|!なったのでござ 

います。

Mi estis tiel okupita je la prisk
ribado pri la okazintajo, ke; saj nas 
al mi, ke nii ne faris pruvon pri tio, 
ke la tiama edzino estis neniu alia 
krom ŝia duulo. Nun mi povas 
firme diri, ke ŝi certe ne eliris ĉirkaŭ 
la tagmezo de tiu tago. Ĉar eĉ mia 
servistino atestas tion, jam ne parol
ante pri mia edzino. Krom tio ŝi 
plendis pri sia kapdoloro jam de 
unu tago antafie, clo ne povas esti, 
ke fi subite eldomigis. Sekve de 
tio la figuro de mia cJzino tiam 
vidita de mi povas esti nenio krom 
ŝia duulo ! I<iam mi demandis mian 
edzinon ĉu ŝi eliris aŭ ne, ŝi donis 
al mi nean respondon kun larĝe 
malfermitaj okuloj. Eĉ nun nii tre 
tre klare memoras ŝian tiaman naiv
an vizaĝon• Se ŝi estus trompanta 
min, kici oni dirasノ ŝi neniel povus 
montri al mi tian infane naivan 
aspekton.

Kompreneble mi dubis pri mia 
mensa stato, antaŭ ol mi komencis 
kredi en la objektiva ekzisto de mia 
propra duu!〇. Sed mia cerbo neniel 
estas en malordo. Ĉar mi povas 
havi sanan dormadon, kaj Ja studado 
ankaŭ iras tre glate. Tamen estas 
vero, ke mi fariĝis iom akre sentema, 
de kiam mi vidis mian du u lon je la 
dua fojo, sed tio estas la rezulto de 
tio, ke mi spertis vidi la ekster
ordinaran fenomenon, kaj neniel ĝia 
kaŭzo. Mi jam estas devigita kredi 
tiun neekzisteblan ekzistaĵon・
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INTERPAROLADO
T. Juri

Jen kio! Ĉu estas vi, Sro. 
Tanaka ?

Jes； mi estase
〇, mi ne atendis vin trovi tie ĉi.
Vi surprizis min.
Ĉu ne, vi vojaĝis al I I inujo antaŭ 

kelka tempo ? Kiam do vi revenis ?
Antaŭ tri tagoj ; mi estas ankoraŭ 

laca,. • ・ ••ヽ・ • :

Tre povas esti! Ĉu via vojaĝo 
estis agrabla ?

• Jes kaj ne.
Kial?へ

Ie en flinujo mi havis efektive 
tre folie an (emp on, sed aliloke mi 
devis multe suferi pro lingva mal- 
facilecoa
:Sed vi bone konas la ĥinan lin
gvon, ĉu ne ?
• Ne tre; mi povis apenaŭ kom
preni la pa r diuj n de la hinoj en 
Pekino. . ,

Kial vi tiel frue revenis ?
Okazis subite urĝa afero, kiu 

nepre postulis mian ĉeeston.
； Kia afero! diru, se tio ne mal
oportunos vin.
: Mortis mia onklo.
し Kiel! Ĉu efektive, mia kara 
amiko!

• Jes, efektive.
-Tion mi estas neniam pensinta,
r Kornence mi ne povis tion kredi, 
kiam ini ricevis teleki amon pri tio.
t Nature. Li estis tre fortika.

Mi tre ĉagrenas.
• Mi tre malesperas.

Mi sidas en amaso da embaraso.
• Tre bedaŭrinde.

會話の練習

臥.「善 由里忠勝

オヤマア.田屮君かい。

ウン、俺だX 〇

こんな處に居ろさ“思はむかった。

僕は驚いたよ。
君は先浬て丈那へ旅行したき言ふむわか 

いか、いつかへったのだい。

三日前さ、また•旅の疲れもい龙ない位だ。

さうだらうれ.ごうだい面白かったかい。

面白くもあり。面白くいよかっか。

ぎうして? • • ■

愉快なさ:ろもちったが支那語の分ら欹 

いので隨分弱った所もわっむり。

しかし君は支那語はうまいっていふち・や 

ないか。

さうでもないね.北京ち•や話が分らなく 

て谢口さ。 ，.•

ごうしてそんなに早く怖國し讥のかい。

过•うしてもかへらiiii uらん怎用が出來 

てれ。

言ってよけmrtってくれよ。

叔父が死んだのさ。

え!本當かい。

サン、本豺きも。

そいっわ思ひかけむ炉ったなア。

僕t電報を見て始め"信ぜられなんだio

さうだらうね、何しろ丈夫な人だったか 

らn^o

弱ったi 〇

悲觀したり。 •ゝ

二進も三進い少かんよ。

困ったり之・君。
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Kion mi devas fari ? Mi devas 
decidiĝi je io・

Mi ne povas diri, kian rimedon vi 
devus aplikis Mi deziras, ke vi ici 
povos bone eliri cl via nuna mal
feliĉa situacio. Mi tre simpatias vin.

Mi dankas vin pro via afabla vorto. 
Frapas min tamen nenia bona ideo. 
Mi estas tre embarasita.

Kie loĝas via pliaĝa frato ?
En Jokohama. ,
Kion li faras tie ? Ĉu li estas 

oficisto ?
Ne, li estas komercisto 一 silk- 

vendisto.
Li estas eble tre riĉa, ĉu ne, mi 

supozas ?
Eble jes. Li eksportas grandan 

kvanton da silko ĉiujare al usono.
Tre bone. Vi estas tre feliĉa, 

havante tian riĉan fraton. Per kiom 
da jaroj li estas pli aĝa ol vi ?

lii jarojn li estas pli maljuna, sed 
oni diras, ke li ŝajnas pli juna ol li 
efektive estas...eĉ pli juna ol mi.

Ĉu vi ofte vidas lin ?
Ne tre. Eble unu fojon monate, 

kiam li venas al Tokio. Li tre ŝatas 
teatraĵojn kaj tial li vizitas Kabukiza 
preskaŭ en ĉiu monato.

Ĉu li akompanas vin ĉiufoje ?
〇 jes, tio estas la sola bono, kiun 

li faras al mi, ha, ha, ha.
Kian teatrajon vi lastafoje vidis 

tie?
Nu, mi vidis Terakoja kaj Kani iĝi. 

Kamiĝi de Ganĝiro estis tre, tre 
bonega; ĝi donis al mi ne forgese- 
blan impreson.

Verŝajne jes.

ごうしたらい、だらうり・何ミか決心せ 

ねばならぬのだが。

サアごうしたものか僕に"一寸分らぬり、 

何^か都合よく難局から切り拔けるやう祈 

み丄、全く同情する。

ごうし御锐切に冇難う.しかしごうも名 

案がなくて困って居ろんだ。

君の兄stli-体ミ・二に居ちんだい。

橫濱さ。

何してゐるんだい.役人?

いや・商人さ一生糸商だ5。

カハむ金持だんだらう。

さうかし知れんx〇每年米國へ生糸の輸 

山だけでも大しr：tのらしい。

成る程。君もい、兄貴卜持つ丫：ものだ。い 

くつ位年が違ふか袒。

三ツさ。しかしズット若く見えて僕より 

若いといふ人がい位だ。

チョイナヨ4會ふかい〇

さうでしむい。柬京へ やって來ち陆には 

會ふよー丿］に一凹位り。芝居好3で毎丿］歌 

舞伎飓通ひさ。

いつもĵ5を連れて彳亍ってくれちかい。

クソ、兄貴らしい所はそれだけさ〇ハノ、…

故近どんなものを见たか。

そうだり、寺小屋さ紙治。雁次郞の紙油は 

素張らしくいヽよ。こいつ7:け“忘れられ

5うだらうなア。
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Sro. S. Narita, nia malnova samideano, revenis al sia patrujo lastatempe po孔 kvin 
jaroj da restado en Eŭropo, precipe en Francujo, kie li studadis la francan literaturon. 
La nuna poemo presentita ĉi-sube estas farita antaŭ kvarjaroj en Breslad, sed gi guste 
esprimas, Ial lia opinio, la vivon kaj la pensojn, kiujn li havas nuntempe. Ni jen 
aŭskiflu al lia voĉo, kiu kantas lian solecon dum lia fremdlanda vivado.........Rc(L

SOLA Ml ESTAS ĈIAM
Shigeo Nurita

I
Sola mi estas ĉiam 1
Ne havante floron nek amikinon;
Ĉiam blua ĉie!〇, ĉiam verdaj folioj, 
Sed goja seci gaja estas mi, solemulo 
Malgraŭ la vojaĝo en frcmdalando 
Malproksima tre aparte.

II :
— Ieli habe sie verloren !...(Mi perdis ĝin...) :
Kantis unu germana muzikisto.
Eĉ en vojaĝo, nenia zorgo,
Unu peceton da rozo mi surmetis sur la brusto, 
Malgraŭ junaj t agoj miaj forpasi n taj< 
Nun estas la sezono en mia patrujo 
Kiam hirundoj flirtas laŭte ĉicleih

III 「 :
—La danse des fleurs...(Danco de floroj...)
Kantis tiel unu poeto franca^
—Ma jeunesse cst passee...(Mia juneco estas pasinta) 
Tiel kantis, ankoraŭ franca poeto alia;
Dancon de floroj mi ne konas,
Nek belulinon de bluaj okuloj: Nur mi konas—• 
Pasigis junaj tagoj miaj......

r IV
Solemulo estas mi, en vojaĝo, 
Vojago en la frcmdalando malproksima, 
Kiam antaŭ mi aperigas en sonĝo 
Mia patrino formortinta 
Larmoj malsekigas mian koron, 
Kvankam ĝojiga estas la vojaĝo, 
Vojaĝo en eksterlando.
Nek floron nek amikinon,
Sed solemulo orientazia cu koro malriĉa 
Nenian zorgon jam ne plue

(Breslaŭ, 1922).
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SOVAGAJ CIGNOJ
(FABELO DE ANDERSEN) 

野の白島★がメ:/ホフ博士エス譯

梶 弘和薛註

Trairinte l<elke cki paŝoj, ŝi 
renkontis maljunan virinon, kiu 
portis berojn en sia korb〇. La 
maljunulino donacis al ŝi iom da 
ili. Eli zo demandis, ĉu ŝi ne 
vidis dek unu reĝidojn, rajdantajn, 
tra la arbaro・

五次歩あちいて行くミエリーリは毎か何 

かな籠の中に入れて持って來ちー人の。ば 

わさんに會ひました。おばあさんはエリーゾ 

にその寶も少し吳れまし丫:。エリーヅはお 

ばわさ/1に十一人の王子が馬に乘って秣も 

通らなかっむかミ尋ĥまし7:。

paŝo歩み,一歩〇 paŝi歩む。

bero 谆や葡萄なビのやうに果汁の多い 

實。

Li portas ĉion sur la kapo.彼は何でし頭 

にのせてあろ＜ 〇

Mi ĉiam portas la monujon en la poŝo.
私はいつも財布もポケットに入れて行 

（く。 ・ ^

La patrino portas la infanon sur Ia 
ia

dorso.母親が子供を負んぶして行く c

Ŝi devis porti ĉian nialfeliĉion.彼女はわ 

らゆろ不仕合せな 忍ぱりぱならなかっ
\た。

korbo籠,尙同じく籠さいってt kagoll 
「島籠j例へIエbirdo en kago （籠の島）, 

又kaĝo 1!「檻」の潘にも用ひられる 

leono en kago （艦の中の廊子）〇 

rajdi馬なぎに乘って行く，騎す。

,,Ne,u diris la maljunulino, ノ，sed 
hieraŭ mi vidis dek unu cignojn 
kun onaj kronoj sur la kapo, Hav
antajn malsupren laŭ la torento.^
「いゝ之jごむばあさんが答へま1T:〇 「け 

れ过•昨□十一羽刀白,鳥が頭に金の冠なのせ 

て,流れに沿ふて，下へ泳ハで行くの加見ま 

L Moj

kun oraj kronoj sur la kopo. 「壇の上に金 

の耳をしって」が直譯。

1
0« vi povas nagi ? 泳げますカ、?

La falintaj folioj nagis sur la supraĵo de 
lageto.落葉が池の而に浮んでゐた。 

torento 急流。

Si kondukis Eli zon kelkan dis・ 
tancon pluen &is deklivo, 2 kies 
bazo brue fluis torcnt〇. La arboj 
sur ĝiaj bordoj interplektis siajn 
foliriĉaj n suprojn, kaj tie, kie ili 
per sia natura kreskado ne povis 
interatingiĝi, ili elŝiris siajn radi
koj n el la tero kaj pendis, inter
plektiĝi nte per Ja branĉoj, super 
la akvo.

41工わさんは ヱヽ)ーゾをもう少 し先の 

(kelkan distancon pluen)坂(deklivo)のさ 

ニろまで(ĝis)連れ^て彳亍》まI.ナ:(kondukis) 

その坂の下には(ĉe kies bazo) 流がざあざ 

あ(brue)流れて居りました。その兩常の・ ― 一 ーー ー I 二——  一 *
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(sur uiaj bordoj)樹〇は葉の一・ばい茂った 

(foliriĉajn)椚隹(suprojn)互にさし交して 

(interplektis)自然の分青で(per natura kre

skada) 心互にき、•3わは(interatingiĝi)な 

い所では(tie, kie...)根4- (radikojn)地面か 

らĴiLLS (ekiris)枝さからみあって水の上 

に垂れてゐましf： (pendis)〇

kelkan distancon pluen 先の方へい く ら

かの距離もが直薛。kelkan distancon 
の„nu I!數屋缶示す目的格第二用法。 

pluenの バ“は移動の方向を示す目的 

格第二用法C

cc kies bazo 「その基底に於て」.が直譯〇 

brue : — bruo,騷音;brui,騒ぐ;brue, 
騒がしく,がやがや,ざわざわ，がめが 
九 -■-,い (

inter*plekti 編み合(I 寸 〇 

inter^ting^giミドき合ふ〇 

eVŜiri引3拔く,むい;)出す。

Elizo diris adiaŭ al la maljunu
lino kaj ekiris laŭlonge de la 
torento ĝis ĝia elfluejo.

X1)一ゾは41工わさんにさiならみいっ 

て急谎に沿ふて(laulonge de)その川门(eF- 

tlu'ejo)までやって行｝ました。

diri adiaŭさよならないふ,別れな告げ 

〇,別れの挨拶もすみ辭す。又單に 

adiaŭiこいってもよい。

laŭlonge de ~〜に沿ふて〇

elfluejo :— elflui (流れ出す)+ ejo (所)。 

即ち川が海なり湖水なりに注ぎ込むそ 

、の川口/1いふ。

La tuta belega maro kuŝis nun 
etendita antaŭ la juna knabino. 
Sed eĉ unu velo ne montriĝis tie, 
ne estis videbla cc unu ŝipeto; 
sur kiu ŝi povus vojaĝi pluen. Si 
rigardis la sennombraj n malgrand
ajn ŝtonoj n sur la bordo ;la akvo

per konstanta torniĝado donis al
ili ĉiuj formon globan. *
-         — ーーー  ■ i ■… I. ■■—・1.■ J
类しい海(maro)が若い娘の前にづつと 

ひみがってゐ仝Iた(kuŝis etendita)けれご 

一つの帆(velo)1そ二には見龙てわまぜん 

でIた(ne montrigis)彼女がそれにのって 

(sur kiu) _もつミ先へ(pluen)行けるやうな 

小さむ舟さへ一も見尢ませんでしT：(ne estis 

videbla) xリ•・ゾは岸邊の數へ切れない(sen・ 

nombrajn)小石な・ながめて居リま い:(rig

ardis) 絕へず水にこすられてゐるので;per... 

torniĝado)むの石tヨの石も丸い形(formon 

globan)なしてゐました〇

La tuta belega maro「全く美しい海が」が 

直譯。U1Sな「づっわさ譯してむいた。

kuŝis etendita「擴がったち(海が)橫って 

ゐた」が直澤であるが，斯くの如き形容 

詞(etendita)に邦語に繹す時は副詞の 

・やうに譯すざxい。即ち「擴って橫って 

ゐた」。(類例3 Li promenis so a eu la 
parko* (彼4一人で公K!む散歩 い:)。

vojaĝi旅行する〇

se n; no mbra無數の，(數なせ)數へらい 〇, 

數へ切れぬゝ’ 7,(7,
toriVig^do :一 torni,旋盤にか;;る，擬は 

にて挽く,temigi,旋盤にかけられみ, 

tfi犍で挽かれ torniĝado Jg削。ニ >

では絶尢ず波が打ら需せて石二みの角 

れビが取Uて丸くなるのをロクロで挽 

かれナ:さた壬へたに適ぎぬ。

la akvo...... formon globan 二の全文を直

譯すれば「水は絶之ざる旋削に依つ'彼 

等總てに丸い形を與へた八 ;

Vitro, fero. ŝtonoj, ĉio, kion la 
maro albordigis, akceptis tiun 
formon, kiun donis al gi la akvo, 
kiu tamen estis ja pli mola ol ŝia 
delikata mano. ,,Senlace ĝi rui-(
iĝas kaj ruliĝas, k^j tiamaniere 
la malmolajo cbeniĝis ; mi ankaŭ
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| volas esti tiel senlaca ! Mi dankas 
vin pro via instruo, vi klaraj rul
iĝanta] ondoj ! lam, tion diras 
al mi mia koro, vi portos min al 
miaj fratoj !

硝子(vitro)や,做(fero)や，石二みや, 

海が律に打ち上げた(albordigis)しのは何订 

かし(ĉion) エリーゾのやさしい(delikata) 

手丄りももつミ柔かい水のたちに丸い形に 

むってゐま LT： (akceptis tiun formon)「水は 

鮑、ずに(senlace)卷3讴し(ruligas)卷3返 

してゐちんだわ。さうして固いもの匕ごで 

つ二くカ:ってLまうのよ(ebenigas)私も飽 

ますにやりませう!类しい窃せて來も波さ 

ん,(い、事が)敎へて下すって(pro via in

struo) 仆難うio何だ加いつかはお削さんが 

私なむ兄さ玄たちのざニろへつれてって下 

さあ(portos)やう 、な戟がするわ(tion diras 

al ini mia koro)!
arborcPigi:— bordo (岸)+al(へ)+ igi 

(させる)=岸につける。.

vitro...manoこの全文な•直認すみざ「硝了, 

鐵，石，海が斥に打ち上げたわらゆろも 

のがその形(即ち丸い形)を受け取った。 

その形(kiun)水がそれに(giざわみ 

が，ili过いべ*のこ思ふ)與へ兀。 

その水は(kiu)(固いものを丸くするの 
だが)それでI (tamen)實は(ja)娘の手 

い)し柔かったのでわる。

tialmaniereそんな風で，そん'な仕力で, 

つまり飽きずに水が卷き返すので。

ebenigi:— ebena 平坦むろ，ebenigi,平 

になる。

tion(liras al mi mia koro『私の心が私に 

それをいふjが直譯。『さういふ氣がす 

ろ」。koroの次に„keuを補って,tio 
に結ぴつけろとi く解る。

cig oj ; ŝi kolektis ilin kaj faris 
cl ili bukedon・ Gutoj da akv j 
troviĝis sur ili; ĉi tio estas roso 
aŭ larmoj, tion neniu povis vidi. 
Tie sur la bordo estis tre solece, 
sed ŝi tion ne sentis, ĉar la maro 
prezentis konstantajn ŝanĝiĝojn, 
en la daŭro de kelke da horoj ]li 
multe, ol la sensalaj lagoj | ovas 
prezenti en la daŭro de la tuta 
jaro.

■■ ■ I «N i l・ 5■■■ I

波に打ち寄せられた(akvalpelita) 海草 

(herbo》の上にii白烏の白い鯉 (plumoj) 

が十一枚落ちて居りましr:〇エリーゾ□そ 

れをあつ》6 て(kolektis)(1■は束(bukedo) 

を作りました。羽根の上には水のしづく 

(gutoj)がたれて居りまい:。それが唇(reso) 

て•わるか、淚(larmoj)である炉はわかりま 

せんでした(neniu povis vidi)〇その岸邊は 

大へん淋し(solece)かったのですが、洵が 

始給變ってゐも(prezentis konstantajn ŝanĝ

iĝoj Q) ので別にさうミし感じ(sentis)ませ 

んでした。P4五時間の內に(en la dauro de) 

淡水の(sensnla)湖水がまち一年(la tuta 

jaro) tか、ってすろ£り・toi澤山の(姐 

化な見せてゐました)。

bukedo二れは曹通「花束)にままってゐ 

みが二ゝTHエリーゾが白島の羽恨か 

ら(el)それを束Ĥて花束のやうにした 

から、二のbukedoさいふ語な使った 

のでわらう。

neniu povis vidi rJL <)ニミが出來なかっ 

た」(:つまり「わからなかつ九」の意。こ 

の註譯の第一回分にoni povis tuj aŭdi 
・・・芒あみのさ對照され了：い。

en la daŭro de〜 ~の繼續に於て、〜の 

間に・〜が、りで。

Sur la akvalpelita inara herbo 
kuŝis dek unu blankaj plumoj de 〔以下次號】
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PREMIO-TRADUKADO
（四月號出5S）

（原文）Por karakter-for mado unue estas 
necesa la emo al ine m-si areco. La danĝeroj 
ligitaj al mem-stareco estas malpli gravaj ol 
la danĝeroj de la morala sklaveco. Plenaĝ
uloj celadu la rnem-starecon tiom, kiom ili 

ne estas subuloj. Ni devas esti nenies sen
vola instrumento.
先づ單昭から片付けて行加う。

1・karakter formado =人格の形成。

么 cstas necesaŬ必要でわるc

3. emo弋（傾向）、心掛、精神〇

4. mem-stareco —自け、獨立= sende
pendeco.

5・morala-«5神上の。（こ、でT道徳的j 
なら薛語"當らない。）

6・sklavoにはつ二の意味がある〇 即ち 

（1）買入れ汉"獲はしたみ者に曲すみ人 

垃しての權利なき人間、即ち奴誹、（2） 
或るしの;二完全に支配されみ人間、例 

へ］エ sklavo de sia pasio =感悄に支?il!さ 

れみ人、sklavo de driokaĵo =酒の奴咸、 

sklavo de fasono （aŭ modo）=流行に支 

配される人、sklava edzo =净の尻に敷 

かた夫。sklavecoはこのsklavoで 

あ右若のs"toでめろ、即ち盲目的の服

從・從用.隸硯の意味で打る。

7・plenaĝulo =成年者〇

8・subulo =目下の者、下役、輕輩・末輩. 

配下、部下.服從者c （コ、で⑴盲目的 

の服從者.奴隸。

9・senvola instrumento =心なき器幡、即 

ら奴隸の慰味。

10-原文のdanĝerojの複数でわるのに注 

意されたし〇

11. danĝeroj de la morala sklaveco 
の„de« （!原因を表はす前置詞でわろ。 

morto de malsano の ”de"ミ同じ〇

〔譯文:） •

人格の形成の爲め第一に必更なるものは 

自立に向ふ精神でわる。自立に伴ふ危險は 

種。わらざ雖し、是祭の危險は粧神ヒの隸 

朋］り生ずべき危險に此すれば考慮するに 

足りない。成举者は比しく盲目的服從者さ 

ならぎみやうに.自立に向って進め—舌爭 

d人の心なき器械でおってはならない。

〔成續灸】僵）吊城淺五祁、大评眞平・小 

林柬二、大野弘彳乳畦希夫、大森恒三郞。 

（賞）弓山靈雄、大粽志郞、石井和三郞、Ek・ 

klinnĵejo站氏〇 !G可、不可なし〇

金曜日の補習研究會
會費無料

每遍金哦ロの午後六時やより牛込區新小 

川町エスベラント學會に於て下記教科書の 

研究もやってゐます。;れは會費無料で、 

いつから入往せられてし、いつやあられて 

しかま口ない全然ŭrh^永久的硏究會です& 

從來は二の絕好の機會を逸して出席せら" 

むかった方。し多數わり非常に遺憾です。 

今後は奮って御來會の匕是非俺。の質問を 

我せられむ二ミも希虫致します。講御は何 

紅し學會委員で龍學のエス乂ランチストで 

す。◊教科書□學會に用意してわります。

1. 大井學氏--- Moderna Robinzono.
2. 由里忠勝氏--- Bona Sinjorino.

來る六月二十三〇晚六時半Iり

2通俗エスペラント講演會j

木郷帝大內山上御殿（池の端人講堂冷j方パ 

ラソク）で開く。 ［ •
（演を）未定 （エスペラント語にて）

森田松榮女史

來聽歡迎、聽瑞無料。
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質 疑 應 答

★ Hamleto, P. 3・!« 19.
Ke ĝi forĵetu sian obstineco»
Kaj kredu, kion ni du fojojn vidis・ 

のkreduは單なる命令法なりや、それざも 

（ke ĝi） kredu の怠味なりや。（Toni. Nale） 
◎答;Ke gi kredu の意味です。kreda （1 
forĵetuミ同格でgi （orelo）にか、るのです。 

★同書P. 6.1.7•飞亦加:h g和・ -

Laŭ la kontrakto antailsigelita
Kaj san koitita de la rajf kaj moro 

の譯を特にsubgtrekiしア:所の說明花。 

◎答、「權利芒徳義により調印.批淮され了: 

條約にXってj rajto は丁抹國王Hamletoの 

桥咅さしての權利、moroさいふ語なつけた 

のは「勝てば官軍」さいった樣な心持の手前味 

唱原文も參考までに下に揭げ〇

・・・;who, by a sealed compact,
Well ratified by law and heraldry, 

★同書P・7・1・M
Mi nun kun li parolos se eĉ morto
Al mi per gi minacos 1.......

のgiはkomo以上の文章冷受け3ものさ思 

ふが如何。（同上）

◎答・肛は代名詞で個〇のものを指し.文 

章も受けるこさねし。（英語のitさは異ち。 

し0 gi li fantomo （幽靈）む相す。本文の总 

味は【死神にiっつかれてもいゝから（直澤・ 

死が幽婆を道具に使って私を威嚇するミU） 
彼（Hamleto王）ミ話しな い:い。

★同書 P.7.L 14.
... Se dangero al la lando
Minacas kaj ankoraj estas eblo
La landon antaŭsavi,・・・

のestasの主語は何ですか。又eblo |1eble 
ざすべきではないか（同上!。

◎答、estas ebloで可能性がめみさいふ意 

味。故にebloが主語。ebloは誤ではない。 

estas ebleさしてしょいが二の場合には無主 

語文さむちニミを注意。

★同書 P. 8.1.19. dio de la tago ミ（X ヾう

井上萬壽藏

いふ神か。（同上）

◎答、原文にはthe god of dayさある〇格 

別ざういふ神と・まつア:ものではない。夜 

は惡威の昨であり、畫は神の時であみ芒い 

ふ樣な琴へ方から來たもの芒思ふ。我が网 

でも明神なĥ过云って神"明ちいものさ觀 

念してゐろ〇

★同 S P. 9< I.10.
・..ĉu konsentas vi,
Ke ni al li raportu, kiel amo
Kaj ŝuldo al ni fari ĝin ordonas?の譯を 

◎浮、それは我个御恩頤む受けてゐろしの 

、當然なすべき二さなのだが、あの方〔小ハ 

厶レット）に報吿（幽幾出現の件を）しようざ 

いふ事に君は同意Lて奂れるかい。（kie!以 

下な直譯すれぱ「愛ビ責任ざが我〇にそれを 

むすこさを命ずる如 < に」）。

★同書 P.11.1.11.
Pri kio ajn prudenta vi al ni
Parolos, viaj vortoj ne perdigos.

のprudenta |X viを形客するLのざ圾ふが 

如何。（同上）

◎咨、viではなく kioを形容すらのでせう。 

即ら「何なりさしっかりした（分別ある）事も 

申すならば・そちの言集は空しくは相成ら 

まレ、jの意。原文には

You told us of some suit;・・・さお ります〇 

★同書P. 106.1.7. Iru !は單に「行げ」と譚 

Iただけでは意味が通じかります。御叡:明 

沧。（同上）

◎答、「いざ行って后へ中せ」さ父の幽靈が 

Hamletoけしかける言葉です。それに劉應 

して次の行にHamleto （al la reĝino）ざめる 

ので。わかりでせう〇原文には

M Speak to her, IIam!et,n さあります〇 

★同書 Iゝ!08.1.18. rardonu al mi nunan 
mian virton;の virto （1 Hamleto の如何な 

ち行も指すのですか。（同上）

◎警•ゴの行ひざ云ってきまった行あさす 

のではない〇
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「私の二の徳義心を■&許し下・れ」さいふ 

盜。その次のニ行4•よむざその镒昧が丿、ツ 

キ\）する。參考までに譯ざ共にか、げる。

Ĉar nun en la malpia nia tempo 
La virto devas peti de malvirto 

Pardonon........
（專）、それこ申すい二の浇葦のHiの中さ 

なって徳茂心あろものが背徳の者（喑に 

叼:后を指す）に©許も願はなければむら 

n 、:
★同書 p.115 最下 Kaŝu vin, vulpo, aliaj 
ĝin sekvu 1のvin （1vulpoを指すのですか〇 

ĝin は何な捋しますか?（同上）

◎筈、vinは御說の通りvulpoを指す。ĝin 
もvulpoを指す。二の文章。前段はvulpo 
に向って話してゐる故Vinを用ひゝ後段は 

さうでないから第三人稱の6in花用ひたの 

です。「孤あ隱:2い、むのむのも從へ」の慮。 

★同書 P.103.1.5. Tian faron,
Per kia modesteco ĉion perdas, 

のkiaはkiuの誤ではないTせうか。（同上） 

◎答、tiaな受けるものさしてkiaの力が£ 

7\しい。kiaの後にfaroな補って讃む芒! 

く分ろ。即ち貞淑といふことがそのために 

徵堕しなくなって了ふ（凡てを失ふ）樣な所 

行、（后の不身貯&さす）。

類 用 しa heroo estis tia, kian oni malofte 
vid as （Viにし稀に見る豪傑でわった）。

★司書 P. 778.1.18・
Mi vidas angelon, kiu ilin vidas の ilin （1 

何を受けますか〇1.16の Nunvi scias nian 
intenconのintenconみ》受けらこすればĝ>n 
であろべきて•はないでせうか。（同上） 

◎答.御不審那尤です。コれは實買に於て 

（1intencoを受けろのですからĝinでよい譯 

です。又さづなければなりません。加men・ 
hof千慮の一失さI巾し表せうか。尤も皿ざ 

なって居ちからnianのni （我々覺悟を固め 

る者共）な受び3ミ故笏つけられQこざもめ 

りますまい。然し&inの誤さ見るのが故ね 

正しい。二の誤譯がどうし< 起つ冗かは原 

文を對照するミ直ぐわかります。即ち原文 

T IX nian intencon （1 our purposes ミ後數 

にいてゐます。故に《口を受けて

1 see a cherub thai sees ikeni.过なってゐ

るのです。そしてそのthera iiinミ直譯 

した亢めにさてこそヽ かうした誤さなった 

のです。（M. I.）
★千布氏文鉅P・29・Sed ili trompiĝis （1 
「彼等は欺かれねさいふ意昧に"さり雖し・ 

御説明を。（同上）

◎警、問&はtrompiĝisが受身の形でない 

のに「欺かれた」ミ澤すのが可笑しいさ云はれ 

あのだらう。しかしすべて言葉の意味如汲 

むには形に囚・れてはいけない。他!：ur： 
ら3かける意味も持った言葉に谊む附ける 

ミ受身の意味になろ例“澤山bio例trov 
igasestas trovita （見出されろ）、naskigis = 
estas naskita （生れろ过發勒形の樣に書くが 

その;©味は實仕產まれみでわって產むの受 

身で川る。それに生の字む宛てたに過ぎぬJ 
（參考）英語のborn,獨逸語のgeboren等は 

何れも形容詞きして用ひなされてゐるが本 

來はそれぞれbear, gebiiren等の受リ形で 

あち）〇

★エス講習用書 P. 42- I. 7 kaj estis ĉiufoje 
kvazaŭ batalo, por scii, kiu la unua 如〇め の 

下線の部分の說明な。（同上）

◎答、「ミ•ちらが先にまけみか」过いふ意，，即 

ち、少年Karloが教會*で顔を合せらknabi no 
さ最初は4互にすぐ視線花そらすのが常で 

わったが、段。睨力つくらの繼锻時間が艮 

くなって來仁。そして顔な見台任す度每に、 

芒ちらが先（la unua）に正視に堪龙す・讓歩 

（cedi）マらか、即ち睨めつくらに;Hけて面“ 

ゆさに視線bそらすかを試み方競技の樣に 

なったこの虑。 、 7 :リナ

★ザメンホフ演秋集（カニャ）P・1.】・10・ 
Kiuj ĉe mia trapaso tra tiu ĉi glora urbo 
esprimis sub mia adreso sian favoron por la 
afero Esperant 〇の澤を 〇 （同上）

◎答・「かの榮（は応）わろ都（REzoの二さ） 
を通過八たしまじた節私纭あがけられ■エ 
コペラントむろ事柄に對する御好意を寄せ 
£れました方sub mia adresoさいふのは 
Esperantoに對する好虑・ Esperantujoに對 
してなすべきや.Zamenhof （M人に對して林 

すべまで㈡ないが、たド好意をふリ向けろ 
adreso （宛先）过して自分な選んで・自分をめ 
がけて實はEsperantujoへの好总の仲立を 
させてくれ了:さいふ樣な心持のニもった音 

葉である。
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★ Vengiさいふ動詞の使ひ力がよく分かりま 

せん。例へば「むれはめいっを復欝してやっ 

ナ:」はMi vengis al li （ = 1in）ですか又はMi 
vengis min kontrail li ですが.又 vengi も使 

って受身の文章をかいて例％示して下さい。 
（惑岡Ŝinson生）

◎答ヽVengiの使ひ方任一寸因維です。が 

一番わかりやすい方法ざしてはvengiの便 

び方の公式を覺まておくこさです。即ら 

v^i ・・.か al malamiko

です〇然してvengiの次の...nのミころへ 

H仇纶討ってやる人が申ます。それで若し

「俺!!疲に俺の仇も討ったI即ち換言すれ 

け貴下の御貰問の通りの文旬「俺（fあい 

っを復謬してやった」を譯さうと思へば 

上の公式レ利用Iて

Mi vengis mvi al li.

さなります。

こころが・今度は,俺□彼に俺の父の仇を 

討つ7：」を譯す場合は

Mi vengis mian patron al li.

さなります。くごいやうて•すがも一•例上あ 

げれば・「僕は供の友人の马めに彼女も復弊 

い;」口

Mi vengis mian amikon al ŝi.
壬なります。

BBBLfiOGR APIO
（新 著

* Esperan to-Leit fad en fŭr den Kattfmann 
（實業xスペラント階梯）Deutsch-Esperanto 
Eŭehereiの第八編、Max Butin著、四六版 

60頁、本年最新刑、Esperrnt-Verlag Eller- 
siek & Borel G. M. C. H. Berlin u. Drcsden
全篇花」、初歩練芒ヽニ・翻譯練習三、商用 

文書、四、ヱスベラント文法.五、語姿の五 

章に分って・儡逸語で訓明してある。誤植I 
ないエス文ししつD•り—〔わ&。每度な 

がら!£書を出すS313に敬SHすろ。第三章の 

tekstoはエス文だり怙織｝てめちが、圖文ざ 

對薛にすれば尙ほ；かったさ思ふ。第五章 

の語聚は內容に從って數十項に分類してわ 

ろが、分類は頗る耍ん得てゐ“（宦價不詳）。

«Tli
Mi venĝis al li— Mi venĝis lin.

さ言ふ工合に一般的な文法も!ゝへ應用し 

て數學的方陰式な作って兩备は相尊い、も 

の也さ言ひたいのではないわミ 私には 萼へ 

られますが.al li-lin也ざ言ふ方毘式は一 

寸御遠慮骐ひたいのであリます、その理山 

は莒葉は數學で“ありま:せんから。ミニ7ゝ 

でこんな場合があります。

Mi vengis la morton de mia patro al li. 
一寸考へらさ公式にわてĤまってゐないや 

うですがやつばり同じこ过で、mor（oロはあ 

ってもなくてしス;した違ひはない、耍すろ 

にmia;】 patron iしても同一のこさに歸若 

します。

「五郞さ十郞は祐經に親の仇1打った,を萍 

してみます过 ヽ

Goro kaj Juro vengis sian patron al 
Sukecune.芒なります〇

きて、次に受身の場合の公式匸

a/ト討たれる人est is venkate de +討つ人、 

例へば「私は敵に仇1報はれ仁」は

Al nii estas vendite de mia malamiko・
さなります〇 estas venĝitaミは昔ヽ;ない 

やうです。つまりvengiteきしたのは;,の 

文に文法上主捂が缺けてゐらからです。

Iこの質問に限り答案/5・由里忠謝）

解 题）

★S p'ej simpla metodo por serodiagnozo 
de sifiliso （最も簡單な惣註血淸診斷法^Medi
cina Monografoの Nro1村旧疋太學士若 
四次版57頁・定價五十錢、恐管新関社狡行。

村田先生のSS普なる賛昭 して人も知ろ 
sjJUisoの血淸診斯法に關する四何に亘ろ報 
告な輯錄し、和エス刚文も對澤ミしたしの 
であれ,從來刀 Wassermann氏反應に比較 
して村田K・吨が如何に篦單・であり、如何に 
的碗で釘!）サが幾多の實例に；って期證ビ 

られてめあ。記著は專問外で劭るから木暮 

の內容に立入って批評すち資格“ない。唯 

舉界の權威習が學;Uミエスベンヲトを結ぴ 

付けみこざによって我が园、學那の地位向 

上の端む開かろ、:さな喜び、併せて村田 

先生のこの擧にinstigiされて多くのkur^ 
昭aj imitantojの出現も望んで止まない。
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太耶译の彼方（需腐盘）
二米ストン及机育市に於ける小坂氏の大活躍ニニ

〔太字翹の人名はすべてエスベラソチスト。〔〕內“編輯&の註。〕

此のMorris夫人は始カエスペラント,彳や 

り次にイ-ドもやり大部イードに抱ヨ込农 
れた.然し幸今年の夏歐洲に行・ LA.L.A. 
を代表して萬國エスベラソト大會に出席し 

又大食幹韶も特に發會式で演就なさぜたり 

なĥしてタクチクを0っれようでわり又旅 

行の4蔭でエスベラントL先少しは話せち 

樣になったので又や、エスペラントの方に 

向いて來た〇然しLatino sine Flexioneの御 

大ペアノ敎段なごは米國へ來て夫人におっ 

て取り入つア：し又チェ*ワ•ではKorana!や 

Neutra!の連中さも會令してゐるので中く汕 

斷が出來ない、この處各種國際语の有象無 

象建の爭奪の的过むってゐも。（勿論［・A・L・A・ 
が集める芒云ふむ金がぼいゝからでわるが）， 

そ二へゆくさEsp連はわりに自信がめろだ 

けに淡白で就中・ストンの連中は毛嫌ひし 

てゐz＞らしい。ホストンのĤえ連で招待さ 

れたのは右用人の外リー會長さ市主催の公 

のHス挪習會乞敎へてゐろラムバート氏だ 

けで他の連中は招待されないので反感を起 

Iてゐ;sから餘り會の話はせりやうにと・ 

リアム嬢:i云ふ（後に云ふが/リアム密には 

反對者が多い）。何しみ茶菓の饗應わりさ云 

ふので二室に一杯約六七十人は维ってゐる。 

モリス夫人は、でー塢の講演・試み話もー 

毀すませてランバート氏むひつばり出して 

エスで話むさせ次に吾おむ引つ!Xり出して 

話をさせた（之はモリス夫人が英語に通譯・ 

かなりにやってのけた）、次にリー氏、バッ 

トマン、メリアム遷に短い文旬を云はせ・最 

後にイードのクープマン氏にやらせた。ク 

ーブマン氏はブログイデンス（紐育过ホスト 

ンの間）市に住んでゐろ老人でイディスト故 

例通り「話は練習 いい、のでできぬからjミ 

いって原稿の朗用なやった。モヽ）ス夫人の 

話がすんでからむ茶の僉に'なったのでクー 

ブ《ン氏をつかまへ て Si or u Io, ad me esas

grand plezuro visar vn...壬話しかけたが勿 

諭先生吾輩よりもイードができない。

夜七時ケムブリッゲのフロスト氏を訪ひハ 

時から一所に Fellowship of Youth for Peace 
ざいふ會合に出て會の創始舌でわら Har- 
rison氏の講話も聞く。氏はまださても若い 

靑年で仲。の雄辭家である。Handon “も 

ビフロスト氏がEsp.な敎へ九二とがおろの 

だそうで何芒かして復活させようざわ过に 

殘って話しかけたが中み逃げもうってゐる。 

少ぐ若いのにもてすぎて:上つ調子な所がお 

〇〇 • 
天11月17fJo例僉へ出る。ポストンは米國 

のエスの我祥地て•あり先は中4盛んでわっ 

たが近頃振はない。丁度七ハ年前のEl本の 

狀加さよく似てゐみ。例會に出席者・が少い 

のは會が面白くないからでわろう何が振興 

策はわるまいかとの二とで吾輩刀意見もさ 

の二ミでŬ本でし二れこ同じ時代がおつ了: 

ミ色々話をして见に角何かの本て•研究しゃ 

ったら匸かろうざ提案してないた。今夜か 

ら議艮を每抽換へらニざにして（今迄“副會 

艮へステングス氏が诃會してゐ⑴今夜はフ 

ロスト氏が司會し11Krestomatioをフロス 

ト氏が每回指導してよむ二とになった。乂 

順香に10分位宛活をする-ざI-むった。

★】1月18R待別な早起ゝな让し*障駝分 

ポス》ソBack Bay驛毀14峙15分紐育の矿 

ランドセントラノレ停車場へ着例のホチノレコ 

ユートンへ投宿。17時過モリス氏宅へゆ'。 

約百人近くの人々が集ってゐち。先づもり 

ス夫人の話があり。その中に吾證が引つば 

りださ“てエスで話もする。【次で“j电 

の令孃ご坊ちゃんミのエスベラント對話が 

める〇令孃は十九位で屮〇の美人である。 

•對話は 。自ら英語に隸す。中°美事な* 

のである〇次でモリス夫人に同行して歐洲 

へいつア： Janej孃の話がおる〇モリス天人 
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のに戈®らりのに反してĤ次ペラソトでな 

くてはならぬ二とを切論したの“痛快でめ 

った。ジョーンズ孃はまだ若い顔はよくない 

がかわい、聲の人で仲。燃需をふちった。 

但Lエスはまだよくできないc散會後セイ 

ヤース氏ミ共にその通信袖へ原稿を置きに 

少・一所にタ直な・さつ了:。セイヤース氏は 

例のラナオでエスの放送なやりつ、わり又 

Harmonio會の會長で偉バな妄體の持主で 

見るからに勢力絕倫でわち。

★11月19□朝モ、）ス夫人から電話があり 

中食な共にし且意見もまゝたいから7誌5分 

舸に來てくれさのI事でめつ了:ので朝役所に 

顔出ししてからその宅へ行く。ジョーンズ 

孃も陪席。國際語の必要因于は自然さ即ち 

阈際性ミ論理的即ら規則的の二つでヱスベ 

ラシト以後の國際幣“皆前者を虫要視して 

後者な機牲にしてゐる。東洋人の見地から 

見て大缺點でわ右。依て此導の語は歐米の 

希國にははやり得ちかもしれないが東洋の 

風に"決して入り得ない。最も必密を感じ 
てゐち東洋民族を無にして國際話は決して 

成り立ち得ないニミも說き「此等の語は邪道 

に迷ひ入った1のである」ミの結論をきかせ 

たが果して 夫人の考へにぎんな蜒®:ね與へ 

化か判らない。なほB本で發行された本全 

部を買ひ雜誌全部を则證したい芒云ふ金持 

らしい申込み芒誰か□本の大學のえらい敎 

授の意見をまゝたいざの事で二の方は西先 

生を推感してむいた。モリス孃b加って四 

人で畫食を为にし二時に辭し仁。

★11月20〇 午後昨夜わつ元Fisher氏の 

工場を見にゆく。……渡船にのって對岸の 

Perth Amboyに着い兀。四峙頃である。船 

若®場にはフィツシャー老人が自動車で迎 

へにきてゐた〇越だからエスペラントて・話 

す時は大きな聲でやってくれざの事でめっ 

た〇 工場は Stani!ard Underground Cable 
Company/Cフィッシャー氏4電氣技師で二 

、の工甥艮・（・あろ。工場の見物むすませ自 

伽車でフィッシャ・氏の自宅へゆく夕食を 

御馳走:になり父後六七人の人が集った。二 

年程前迄同氏が當地でエスの講習をやって 

わたこのニ壬であろ。ニれが緣で又エス連 

動が當他に始まれば結構でわお。…

★11月2订］晝過役所へSayet3氏が3! 
へに3てくれプ弘ックリンの自宅へゆく。 

セイヤ・ス氏の偉大な盟般に反して奥さん 

はスラリさした莫人でエスバラントも仲。 

丄く出來あ。その巾に昨夜訪問したフィツ 
シャ・・老人、D・ro シュミシト氏 （Revu 〇 
Orientaの諛者）、・ーランドから近頃きた 

ルビンスタイン氏（エスは中〇うまい）し來り 
會した。 ヽ—-——ね

セイヤ-ス氏は前にも述べた如く中。勢 

力絕倫家であるだけに普及も頗ろキピキピ 

してゐる〇ニューヨークの對岸のウエ〃シー 

市にゐるイードに御大が講習會を催した咔 

など郞黨を率いて講習に參加し講習生ね片 

つばしからエスベラントに引ばり込み講習 

の了ろ頃には皆Esperantistoにしてしまっ 

t:〇こういふニミが三四回に及んだのでイ 

ード先生大いに怒って教塩で「エス乂ラ " 

ストは泥棒でわるバ诵り遂に講習會をやら 

なくなった。中〇の大アチュー口である。

拥セイヤース氏宅から一同打連・てHarS 

monio の barĉo I 二（少く 〇 二の barĉo |1 X ス 

トンの樣に食物ももちよるのでなくてホテ 

ルでめる映養曾でわろ。約三十人の會合者 

おリ何しろ國際的に人の集ってゐち都おだ 

けに出席者にあらゆる民族を代表してゐち。 

幹事のKlaĝin （波融）なビロ中。エスベラ 

ント炉逹者である。色。な人の演就があり 

新い、4客さI.て我輩ミルビンスタインミ 

が挨拶なやみ中。賑炉な賓に愉快な往合で 

あった。會場はハ月に嗟國大會から歸って 

三H目に死んだザ*ンホフのbofratoたろ 

Silber.nik氏のあさなセイヤース氏がやっ

てゐろ。12時過き•たので辭しさったが若い 

連中“一時頃直でゲ•ンスなやちらしい。 

★11月22 0午後ポストンへ歸る。

★10月24 H午後・リアム孃の事務所へい

ってめたらずさわらずの報吿むしてなく。

•••タけエス會。今晚はOhma n孃が司會

戏 50位の.★パーさんであらが

中。陽氣でbarĉoの時むごにU主婦役％や 

ろ。エスは1907年頃に姑めたのでわるが餘 

りう■まくない。. 〔口下次賊〕
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永遠の若さ

(III) Jepano

兎もすれば此の一路から脱落Lやうミす 

みのが今の若いヱスペラントチス全体の傾 

向でわろ。松崎君は斯くした同志を常に捋 

導して來7:。

幼にして旣にエスベラントの洗禮を受け 

よ彼、其の言語の方面に於ては人も知ろが 

如く偉大むろ天蕊のひらめきを現はしてゐ 

たが、それい;）い もつ过彼の偉大でわった 

事は自ら現はれる彼自身であった。松崎君 

1!エスベラント語のみも以って滿足“して 

ゐなかった。其れが持つ內的思想たる人類 

人主義の俱体化を何等かの方法で發見し樣 

さ、總ゆろ場合に其の:と花考へてゐた。丁 

度一月四Hの］］たった。君に、大阪の四五入 

の同志が休假で上京Lた抵會にJunula ligo 
の集りをやつĴ:、彼は前から此の計筒を知 

わて非常に朋待してゐ了:、其のHも會社の 

宴會かなんかおって、或は來られないかさ 

も思ってわ7:が、約束の時間にモーニン少 

姿で上野髀へやって來た。今想って見るさ 

彼の今度の事件は此のロから芽を出し?:ら 

しい。此の集りの結果は彼が期待してゐた 

程の結果は得られなく・其の後二三度學會 

へ來た時、「兎に角もう少し內客む明瞭なも 

のにしな ; てはいけりえー」过口ぐせの樣に 

莒ってゐ了:。之に就ては彼ミしてt何善か 

の腹樂もあったらしかったが、それ花聞か 

ずにしまったの“ 口惜しい。集りは五時顷 

まで續いた。歸りがけに皆で夕飯な共にし 

Ĵ:〇その時金った「はま鍋」が或はいけなかっ 

讥のだらうて思ふ。素的に美味しがってー

鍋きれいに掃除してしまった。モーニング 

姿で場末のカフェーで「はま鍋住つ〉いてゐ 

了:彼の姿が今だにはっきり过殘ってゐる。

Junula ligo出現に就ては絕大な期待さ喜 

こびを持ってゐたが、併しそれが餘り彼の 

思ってゐたこミ > 離れてゐたこさに就ては 

可成悲觀してゐた。た炉現在の国內迩動が 

一面上調子過ぎてゐる際、兎に角曲りなり

I： I :れが一つの形iなって現れたこざIX. 
不滿足ではわったらうが、彼のエス乂ラン 

】、界に於けろ生活の一大收獲であった;i 
は疑メ得ないこさだ。『僕爭はやはり僕暮同 

志で一つのgrupoな作る二ざが必耍だ、A 
ミかBさが言ってd iskutiしてゐち時じゃめ 

ないからね〇今後僕“此のJunula ligoの爲 

めには頑張って行くつもりだから、守ES君 

や君ざしてもやってくれなくちゃ』）此Uが 

發病五口前の-J3AFIの晚、二人して神樂 

坂の「三好野」でしるニな食ひ乍ら18しT:書菜 

だった。金を拂ふミ亠「否僕が出します、僕 

がむごみなんて此の前いってある加しれや 

し•《いからミj首って・可成簿べらになって 

ゐろ財布から十錢E二つ出した。牛込の停 

車场前で、「若し守囲君がよかったら此の口 

曜に僕んミニへ來ないか、Junula ligoの內 

容に就て相談い:いしするから」これが二人 

の永遠の別れたつ7:。

今にして想へば種々さ、彼の死に就て“ 

それさなく幾多の豫盞がおつ人様な氣がす 

ろ。去年の暮畢會（・短期講習會むやっねの 

も、不斷の彼には見られない計締だった。餘 

V）口分から强い意見を出した二さのない彼、 

殊に人前では大低の場合人。から誘はれな 

ければ、いつ1默って笑ってばかしゐた彼 

が・此の計35ばかりに就ては水曜の例會に 

自分から提案した。講習の皿後の夜一同し 

て茶話會を開いて頗る陽氣に話してゐた。や 

つばり人の死前に“前兆てな!・のがゐるざゝ 

彼の死に直面して渗み思った。

葬式が濟んで三日目に遺珞や本の整理に 

蒲田の家へ行った。穴極の室・其處に彼が寢 

起きしてゐ冗のだった。卓子の上、本棚答门 

生きてゐろ儘だった。殊に柱に掛けられア： 

オーバーミ山高ĉ（XĤ分で引掛け了:儘だっ 

t:〇淋しいさ思つ九。

く第一四五頁へ續く）
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I E 白〇 欄 j 

y yr・ゝ—，■—、—W j»«a>*><A・ ・■ •・•**•«*• •• • 
初等讀本の材料及び體裁

Arbarego 需

現在の學制によれば、高等學校まで高等 

驹通の敎育でわるが.課班の指す所は高等 

小舉及び中等學校ーー即ちĤ本語の素養だ 

け1かない人に始めて工え語も敎へる場合 

であらうさ思はれるから、その範圍で述べ 

ろ。

ス;!:ペラントなー通り習得せしむらには. 

一週五時間か六時間で三年で充分ミ思ふ。 

これが現在の中徐學校卒業の外园語以上の 

成績は立派にあげ得ちミ信ずる。教科書“ 

二種に分けち,一つはエス語の文法及び實 

用な習得社しむろしので、（習字帳がこれに 

附隠すち）一つは讀本でわる。

第一種（假に廣義の支法書き呼ぶ）は文法. 

エス作文、會話・等に習盤せしむるIので. 

日本語で書く、すべて實際的方面に重きた 

益いて、高爭專門學校で痂逸語・ラテン語を 

習ふ時の榛に、時の副罰に幾通りおり.それ 

ぞれぎの樣に用ゐみかミいふ樣に書いて、 

文法辭典式にする。エス鉛は簡單でわるか 

ら二の樣にしても過毛な資猶过はならず、 

却って實際上に効果があらうミ思ふ。又手 

紙の書9方さか日常の挨拶さう％盯璨に敎 

へも。先づ器字さ發音文法の大綱を授け.次 

に文法の計細さ會詰の初歩を敎へ、次に寳 

際的な用ひ方ざ作文に習然せしむるのは勿 

論である。

說本の教材は抽象的に“莒ひ難いが、大 

腔現在の中等學校の外國語讀本む參考さし 

てゝ敎育學、敎授法の上から遺感なからしめ 

ろ。軍國主義、帝國主義的敎材は除いて、國 

際觀念、世界平和の理想を授けろのは勿論 

でめるが、徒らにHomaranismoを高唱し、 

エスベヲント萬能的にIてはいけない。國 

語さ岡際語、國際諮の必要及び成立を授け 

ろの“勿論でわる。中誓學校で英語も授け 

わミ英語萬能的にならのは一つは敎材をわ 

まりに英米の特殊な（,のに殊ろ爲む思ふ。 

しかしコれは英語の背毀をなす思想や何か

な會得さぜみ爲で己を得ない爭さ思ふ。工 

ス語は中立語であるから敎材も所訓;虽成に 

のみ採ろ事“避ける。又［J本の世界に於け 

る地位さかFI本の艮所さĴか6授けて（勿諭舊 

辭な國粹主義なU本至上主義的にではなく） 

輕濟な歐米化思潮も善導し批判的な深さな 

臾・へる事に注意する。又科舉さ歴必の敎材 

な加へて興味を以てこれらに眼な向けしめ 

ち事に注意すち。 、

文法書ミ誼本は併行して授ける。どちら 

も興味を惹く樣にしながら輕調に失せぬ樣 

に、批判的な眼を養はせながら無昧乾燥に 

流れぬ樣に注盘する。日本のみわって外國 

あるな知らぬ靑•年でしむく、外國のみ知っ 

て日本も忘れ了:靑年でIなく. Mに瞳乎た 

る自己を藏して、处世界に濶歩し得る國際 

的日本青年を作る様に努力すあ。

以上思ひついた儘に述べて來ナ:が.材料 

は編纂者の人格及び手腕の如何にわる。敎 

科書は習字帳さ文法書过讀本の三種で充分 

でわり・二の標に分けるのが適當と思ふ。

私は兼。二の程度の人〇にエス語を敎へ 

!うこ思っても、適常な教科書の我國にな 

いのを遺虑に思ってゐた亠井上氏が編纂さ 

れるミか聞いたが未だ出版されぬ。然ろべ 

3人の手によって出來るたけ早く出版され 

ろ事を望んで止まわ。“將來我国普通教育 

程度の學校で母巒に次ぎエス語を敎授すろ” 

を待たずとい音。の手によって純眞な若 

い心にエス語も植文つげちこさは・曹及上 

大いに有効な事でもある.延いてはエメ語 

の耦神を寛現する事でLわろ。

〔評〕將來我说普通教育程度の學校に於て 

吾〇の國語たる日本語に次ぎ何れの外网語 

ミりも先に顾際語否全人類の共用語たるべ 

ゝエフ、"ソトが第二語さして一般的に敎 

授せられろ樣になみのは黑して何時の口か? 

眞に犬森舉兄、所見の如く、吾心はた^手花 

拱いてその日な待つ樣な暢氣な考へて・ある 

ペ色で“ない。おらゆる機會にわらゆる方 

法を利用して何れの國にI先じて、その口 

む到來せしめむが爲め績極的に努力する二 

さは我國同志の最も重人なる責務であらこ 

过ん•口竟してほしい。全く新たむろ全人類 
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の曾通的文化を世界史の上に織り出*むさ 

す〇次の時代の人0に對しエスペラメトの 

敎化的價値が廣大無邊である二ミな想ふ者 

はヽ特に我國人の爲めに作らるべきエス乂 

ラントの第一讀本が一口 I早く出現すろこ 

さも希鬼して居る。評者も數年前第一報本 

の編疑む企圖したが力足らすして中絕い:。 

吾ざ思はむ人はビんーで・ん具耗的の材料ミそ 

の組立を老案して第一讀本の試案を作って 

頂色おい。その發表の方法“必ずあるもの 

と確信する。攻現在我國に行はるゝ初誓程 

度の丼國語諛本誓を岀來るだけ多くわさっ 

て材料だけ集めて置く二ざ£面白い。吾。 

の手でそれを工戈べヲソト化I闕i片的に發 

表い:上でiの價も相互に批刿してみるこ 

ミt有意義でわる。その素材資料なー定の 

體裁の下に組立てみニざは然るべき人の手 

腕さ識見にまつ二さ、すみ。 〔長谷川〕。

急 告

東京エ スペラント俱樂部

來る六月五日（土曜日）午後六時 

より本鄕帝大搆內山上御殿に於て 

克京エスペラ/ト倶樂部發會式を 

催しますから東京市及び ＜の附近 

在住の同忐諸君多數參會せせられ 

むこざを希望します。 -
尙常［1は下記のプログ・ラムにて本年度H 

本エスベヲシト大會準傅協議會を催します。

1. 大會fi稗の件

2. 大會・規約經過報供

3・大會準備委員役削决定の件

4.其他

會費無用。

耳flnnittM创 胴朋冊附迎沛的顾mifHKHHnmfffim酬Httffffinmf耐删m加冊淋圖制册诙啊涮甌邸樂
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編輯後記

◎半谀帳りで編軌の任に當つ7:。去年さ鞍 

ぺてみるさ本誌の內容体裁共に全く 一新し 

九二ミは確な事實でわる。殊にAldonoの添 

附任われらの運勤が最近世界至る處で群し 

い發展な遂げつ、あみこミを蜃も雄辭に物 

語るものざして・われらエスベラント運肋 

に携はちものゝ欣快に堪へぬこころでわ" 

◎木號很載の淸見陸郞氏の“A】 la Junaj 
Koreoj n （若き朝鮮人に與ふ）の一文は眞に 

朝鮮人を理解I.同情し彼等の本當の幸福 

を祈願する氏の純區な熱情のあらわれミし 

て一穎?F人の心を砌かず“勿論、わが同胞 

朝鮮人の若い莫い、魂む搖り動かし、彼誓 

むして更らに明るい浪"しれ世界への覺 

醒む促すやさい、天使の聲たちここを陥信 

すあ。 •

◎大正九年歐洲殊にフランスに遊學されヽ歐 

洲各地のエス乂ランチストざ交遊しその間 

一再ならずエス乂ヲスト天令に出席して最 

近歸朝Sれす:舉會委員成田ifi郞氏の美い、 
わ也詩Sola Mi estas Ĉiamは木號を飾み珠 

玉さして、配者のひそかに詡りさすみミ;. 

み。氏に乞ふて每狱玉稿あ載く豫定でめる。 

◎五;］二十口の束京□ U新聞に日く 7帝國爭 

士院の十五年度受赏式に「ゲイタミンB缺乏 

症の實驗的硏究】で大阪每!!新聞社、東京【I 
ロ新聞社の寄付の東宮御成婚記念賞を受け 

た乗大教授翳學四士緖方柯三郎氏は記念賞 

の使途方左について考究中て・わったが結局 

F1木醫舉畀ウェスベラント運動を披大する 

尖め先顷西、緖方陳大）村田（像硏）藤浪京 

大）小野（九大）淺田（長崎人旗斷新瀉人）の諾 

博士により成立したる口本エスベランチス 

ト齧舉協會に委託する二过になった、同氏 

は日本翳學會がドイツ語のみにさらはれて 

瘙く世界へ□本の文化を紹介するIが出來 

ないのも遺憾さして、二ねを國際的ならし 

めるため二の擧にHけ:歸であろ。J1
◎本年九月二十四日い）三口間開催の日本 

エスペラント大會ĥ近づく。若樂ね初夏 

六月學會委Bは今から進備むさおさなりな 

い。;今や地上は新綠に萌えてゐろ。秋風そ 

二吹くコの九月が待たれろ。（曲里忠勝）。

（第一四ニ頁より續くり）

文朋の中を見るミ可成りの加縞が完成さ 

れたま、保修されてある〇皆】1omaruuismo 
に關係してゐるIの だった。けれミも彼は 

それむ發表し樣さもしなかった、貴巫む研・ 

究上の參考を!おせって.錄に調べもいよか 

ったリヽ门分の力を省みる暇しない程醜く 

喘いて・ゐも雜蚩のそれを想ふき一段ざ故人 

が总しくなる。. I
彼が遺したエスベヲ”ト界幾多の貴い紧 

跡を想ふミき、それは決して言語のみの力 

では出來ない或る秘められた徐が潜められ 

てゐる。偉人ミ莒ふ二さ丄リ・人らしい人 

な我。の仲間から奪□れたこざは淋い、二 

ミだ。だが彼さしては、折角静％持ってわた 

Junula ligoが續いてBultenoな出してゐŜ 
現狀に就ては安心してゐるだらう。淋しい 

最後だったヽミ莒ふかも知れないがTagiĝo 
の-締も夫人に歌はせて息を引取つ7:劇的 

な谢面は自ら。教へられあ或ち者がめちだら 

う。 〔終り:）

DAIDOSA
UNUAKLASAJ PRESISTOJ EN

Esperanto, nngla, franca» 

germana. rnsat itala)hispana 

kaj ceteraj lingvoj 
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Speciala arto en intizlkiiotoj
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"ESPERANTO-MONDO ”
（（國際大本））附（（エスペラント世界）） 

巴里發行 月刊エスペラント新聞 
定價一ク年壹圓 半ヶ年六拾錢 見本拾踐｛各送料共）

佛國バリ發行ゝ日本人經營になる唯一のヱスペラント新聞にしてヽ 

犬本及び東洋を世界に紹介するを目的として居る。又『エスペラント 

世界』は各國著名エスベランチストの執筆になり.エス語運動、政治 

問題ゝ其他一般報導記事を揭載す。內地同志諸君の購讀を切望す。

・五名以上一ク年購讀者ふ勸誘まれた方I二は一年間毎號無2曲呈す。
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1

新に內容を大改蕃充實したる

新撰エス和辭典
先般來豫吿致しました新撰エス和辭典は會員各位の熱心なる 

希望もあったのでその內容を前號豫吿のものに比して一大改善 

を加へるミに相成りました爲豫吿の期日には印刷不能さ相成り 

甚だ申譯なき次第でございますが來る六月中旬發賣の運びに相 

成りまし佗。何卒惡からず御諒承の程幾重にも御諾び申上ます〇

改善の項目•は

1-語數の增加——當初の豫定よりも更に一層多く專問語をも捕入する:过 
に致しました。その爲頁數も豫定より增加し二百五十餘頁さなち豫定。

2. 文法の詳述一文法も初为は表のみで簡單に表はす箸だつ九のを會員多 

數の御希望に!り本書一冊にて字書さ文法解説書さな兼りしめるため助辭の如き 

も詳述するニざゝなりました。

3. 表紙も豫定以上の上クロースを使用し製本もよリー層吟味知致LIS君の

机上の一異彩たらLめる樣に致しよした。 … .

定價の改正及六月中特價發賣

上記の如き改善を加へました結果實費が頓に蒿み豫吿の如き 

至廉の定價では到低應じヨれなくなりました〇よって定價を金 

七十远錢・改正するのやむなきに到りました〇但し十部以上前 

金にて御申込の方には二割引ごす（郵稅は當方負担）C

但し天月中に前金を以て御申込の方に限り特價亢十錢（郵税四錢）にて御頒ち 

致します。尙穴月中十部以上前金を以て御申込の節は一部五十级め割にて（郵税十 

部20錢の割にて）特寶致します。 ’•

尙旣に御注文下さいましア:方には甚た遽延致しまして申澤ない次第ですが出 

來次第御手許へ必ず御送附致しますから惡しからず。（御拂込の代價にて）。

發行所麴皆畿豁慨^日本エスペラント學會

聚

148



! ALDONO Aし は聽

J ・办二六年天月一日 東京市牛込區新小川町三ノ十四 B本エスペラント學會

十年前を追懷して
——橫須賀エスペラント運動小史〔1〕ーー

! 明治兰十九年の春.軍港の一隅の汐入町に

1在る「權須賀幼稚固」の入口に「只木エスペヲ 
!ント協仟」さ記された小さな木の看板が懸け 

tられア:、二れ找當時商船畏校の航海科に在學 
5中實習の爲め權須賀に來て居た加藤笳氏がF1 

本に於て最初に創めたエスペランチストの會 

令の名稱で.此れも抿げた古びた平屋の洋館 

二そF1木の初期のエスバランチストを育んだ 

揺籃なのである。まだ電燈も灯らなかった其 

の顷の淋い、港の町に建てられた綠星の徵任 

いかに町の人達に驚異の眼も以って迎へられ 

Zミであらう。それ厲忽ちにして若き人逹 

や敎育あ等の問に旺んな勢ひで撮められて行 

ったこざに依っても想像し得る!さである。 

加藤氏仁最初（X四五人の同志芒共に此處で講 

習を始め傍ら獨習書の編著に從事して居人 

今でい書店で見る二过があみ岡畸屋書店發行 

の『エスペラソト語獨習書』过云ふ小册干は卽 

ち同氏の苦心に成ったものでオ）み。

幼稚園主福本新吉氏（I初め找エスペヲント 

の何物なるかさへ知らなかつ讥が、加藤氏の 

熱心に動かされて何時か同志ミして硏究にも 

宣傳にも熱心に努力せられるやうに成った。 

福本氏は汐入小學校の校長をして用られ丫:關 

係で敎育着の間に仕忽ち五六十名の同志を得 

みこさが出來了二 間もなく加藤氏等の懇請に 

依って福本氏（IFĴ本エスペヲント協會の代表 

者过成り其れ“同時に日本の代表者芒認めら 

れてロンドンに在つ7:萬网エス乂ラント協會 

の名簿に登錄せられた.其の以後協會の仕事 

は遽かに多忙に成って來む、海外から多數の 

書籍を績々寄贈されたり逋信を接受い:りし 

たc當時瑞西のシュネーブで開かれた萬國大

橫須賀大橋宇之吉 • 

會の報告書を受け取ったニミしわる。講習會 

は每週三回位ひ開かれ盛んな頃は四五十名の 

聽講者があり通り掛りの人が飛び込んで來て 

聽誌する:さなざしあつ了:。伶員に任膽寫版 

E卩刷の會誌を作って酉〇,布い:。其の內容は主 

ざLて議義を揭げいので幼稚なもので任あ 

ったが.斯う云ふものすら當時“他に無かっ 

た時代であった。其の講習會に出席して熱心 

に硏究して居た眉目淸秀の一靑侔があった。 

その人二そ我が小坂狷二氏だったのでああ。 

同年の六月東京にもエスベラントの會が出來 

仁そして其の會から機須賀に對1て下の意 

昧の交迷が發せられた『橫須賀のH本エスペ 

ラント協會が持って居るH本の代表権を東京 

の會へ移して貰らひたい』芒云ふこさでめる。 

具の顷期治五十年を期して日木に萬國博覽會 

も開催する計剳が政府から發表せられたので 

ロンドンの協會からは同博覽會を機さして橫 

須賀に於て海國エスペヲント大會を開催した 

いから適當の準備を履が7:いざ云ふ逋知を受 

けた、併L常時の機須賀の實狀では到底此の 

申し込みに滿足な冋答を與へろ:さは困難で 

あつア:ので、福本氏厲非常に困惑隹感じて居 

た.其の他種々な事から責任の审大なちも感 

じ讥氏は寧ろ有力なる東京の同志に一切を托 

すこさの當然な4な察、し7:ので代表桶也柬京 

へ移したのであみ。そして橫須賀は其の支部 

ざ匚て事業沧繼紹すみこで、成った。其の後 

間もなく加藤氏は實習期間が終って橫須賀を 

去り福本氏も職務上の多忙や其他の事情に填 

はされて次第に此の事業に遠ざかるやうに成 

った。かくて中心も失った此の歴史的な支部 

ほ事實上解散して終ったのでおみ。〔絨く〕'

〔編輯者附記〕——大橋氏は丁度上記記班の材料を蒐集（,記憶も新にぜられるため福本新 

吉氏を御訪問になったその晚（4月19F1）H頃から臥床中の母上が急に病革られて氏の御歸 

・宅をも待たで鄉永眠なされたeの報知に接して此記事も態々御願ひIた記者任何过御悔み 

巾上げてよいかその莒葉かgい.次第でした。日頃から特別に御孝心深い大様氏のこざ故偉 

上の臨終の床に侍するこざのできなかつ丫:!ミをごんなに御悲しみになられたかさ拜察匚 

ては胸もぜまろ許りこみあけてくろ淚を禁じ得ない次第であります。：、に御母堂の融の 

永へに安らけくちられん：こを祈リ併せて御遺族御一同に對して哀悼の微滞:な炎します。



貂!経方博士の義擧
〇學士院の大毎賞金な醫學エス運動に寄附〇

ゲイタミンミ脚氣病硕突の松威者てして今 

年度の學士院受賞あの列に加はるの榮娜を負 

仕れた我々の同志統カ知三郞博上&今回學士 

院から獲られた犬每辽金500魔をその儘西 

成甫博士に委托され穀學方面におけちエス運 

動のためIかもべく使用してほい、こ申し出 

られた。西博士け冃下その支途も老慮中で扔 

みが丿端前號所報の新し＜ れんさしてゐみ 

J E M A （Japana Esp-ista Medicinista Afodo 

「］本密學エス協會）の基金の一部さLて尙又 

佛國に本部を芳いて活躍中のTEKA（萬國 

醫廊ヱス協會ン、も幾何か寄附せらるゝ由。

隸心理學敎室の快墨
研究業蹟をエスで發表の準備中

東北常風人學法文舉部の心理'學敎室でけ工 

フ•語も用ひて研究業睦を海外まで櫃く發表し 

やうミいふ譯で敎授千葉胤成博士も中心に專 

攻の學生連が熱心にエス語の研究もやってゐ 

ちこの快報に接し讥。

二れまで業績をエス語で發表せられたのに 

緒方、两、村田、前田諸氏等自然科學者の方 

面には可成あつア:が遗憾uがら帰神科學者の 

中にその人か得なかつ了:。しかねこれまでこ 

てL 一學會i敎室全體が研究業績をエス文で 

發表するミの快報に接する:さの出來なかっ 

.讥のは吾人の遺憾ざしむ所であるがゝ今冋東 

北大學心理學敎室の此快攀け吾人の欣怏措く 

能はざる所である。吾人け此快擧の成功あ祈 

ろで共に各地同志の御聲援を望む次第である

g!ラムステッド博土
『民族』誌上へエス論文寄稿

御馴染の芬蘭公使ラムステッド博士"人し 

知る讥界的言語學者で今でI芬蘭國ヘルシン 

キ人學の言語學の敎授でおちが殊に》ラルア 

ルタイ語舉?sさして世畀屈指の方てわち。所 

で今戸『氏族』誌へ「アかタイ氏族ざその盲語」 

Hちー論文も全部エスベラントで書かれて寄 

稿されたので同誌編輯部から學會への依頼に 

よm艮谷川委口が之を飜譯い:。同記«um 
族』誌の四月皴Iこ揭載されてゐて全部で巾貝

に亘ってゐちe二ういふ力面にドシドシェス 

語を利用せられら博士の徂努力は敬服すべき 

二さである。仄聞すみ所によれば同公使は木 

月初旬賜暇歸國さみ、由。

魂奇歐文雜誌とエス
『英語靑年』5月皴によれば『九大で最近發 

行すち豫定の Journal of the Law and Lettera 
でいふ歐文雜誌肚年一回發行て•すべて英獨佛 

及びエス新にて執筆するらしい』さめる。大 

學の機關誌さい、ふべぎ!f誌へエフ、語が用ひ 

られる二ざ仁欣ばい、二さであるが二のい、 

機會に大いに活用iてほい、ĥのだ。

翹エス宣傳劇の夕
宣傅劇『絲の光」ご『那く綠星』上演

4 ii m n另博】九周坏の常口恰も綾部に 
ては大本の春季大祭執行され其便】8畤半より 

2時間餘みみく殿の禮拜堂でエス談話會が開 

炉れ了:。會衆大本信者千名。犬本靑無同志の 

エス演説についマエス語宣億爵•滇劇『綠の光』 

及び『那・く綠星』な上場I其他エス運動の各國 

事情の報告等あり非常な盛會て'あつ仁。之に 

剋戟されて!｛後綾部にて開催のエス講習會|： 

は今まで中止Iて居仁人や新い、人々が絨々 

申し込み初等科のみにて40名あり其他中等科 

硏究科それぞれ多數入會あり。綾部は今や四 

圍の山野邊木立ミ共に綠を競ってゐる。（龜岡 

ヱス普及會報）

CTTTi浦和高等毋校エス會では5月1〇日よ 

展:和］り每週三度書休ノナも》利用Iて初等手 

丽開催。誌師宮澤一郞旺e謂習虫•”名。尙丫 

週三回21—22時“ Abi moj ”か輪購讥出 

席者】〇名。寄宿寮にても初等講習屮の由。 

。浦高エス會會長むち高木市之助氏（元凤校 

敎授現棘鮮人爭敎授ソは昴近歐;・より歸朝さ

れし由。 .
こ= 鹿兒島エス會で找每水曜用鳩1
［鹿見島| 21時.高見览場赤十字社支部樓上 

丄必订究仏催す。总師佐保氏・出席者ヨ 

十五名。Ai出;^,エス侖克務所け爲诬于ア 

町"4卩空實氏去e
7T二^ 會任ハ木氏の識本な硏究

ゴマ咼辰す〇講廊（I佐保氏。做四十名出

府。



:商品陳列所事務所階上で全國特産品 

陳列大會中ラヂオ放送をやみからミ 

の增田氏の注進により早速割込運動をIて4 

月20 H14.5時より醫大の淺出博上に御願ひ 

して長崎で初めてのエス語講演の放送を試み 

了:。『エスに就いて』ご云ふ題でめる。命5月 

12Hよリ1011問翳人附屬藥專敎授植田氏が講 

師さIて市內今町慶華會飽て初爭講演を催す 

參加者42名、婦人數名あり。醫火及藥專にて 

も初等講習、講師は植田氏、講習生50名。

辰鬲 鳥取エス協會で（I國際聯盟協秤支部 
匡聖!後援の下にエス講習開始。毎週水土 

19.5-21.5時、遷裔小學校にて。講帥•竹內平 

一・氏（因伯時報による）。

需!帚高尊學校エフ、會でい丿]3【」より二 
ド呻 週間月水金15時より初等祸習開始。 

講師城戶崎益敏君。出席者卅名。彌次ふせぎ 

の讥め餘り宣傳せずジミにやったので却って 

好結果を得た。 ^ :

上在屋。月8 [J18時より中區松枝町學生俱 
巴巳ツ樂部に於て元名古屛エス協會代表 

委員宗村雷太郞氏元新愛知新聞記あ故恒川龍 

川氏及び敲近艮逝された。名古屋爭生エス聯 

盟委員中內勝博氏に對する追悼座談會を開き 

白木、加藤■山田、內藤、西岡、丹羽氏等二十餘 

名の熱心なみ名占屋の同志が集り追悼座談に 

時も過して23誌散會い:。因みに、中內氏永 

眠後任加藤氏の個人的努力によって毎週火曜 

t!晚エス語高等排座が開かれてゐる。令同市 

束北部の或るの同好おの團體（會り20名）が 
山田弘氏の勸誘によVJ Kinjo Amatora Muzik- 

黑石

bandoC金城アマトーラ弦樂團。略名K.A.M） 
で命名し現に4月第1冋演奏會を開き又來る 

6月第2回を開き妙技をふるふさうな。

靑森縣黑石エス會で（I同町出身の高 

橋邦太郞氏の歸鄕も機ざして5月30
〇13時より女子小學校にて普及講演を催し 

r:〇聽講者任男女小學生敎員其他數百名で甚 

だ盛大なリし由。

芦董万旨 5月2日より久居町字寺町大正 
廉 人冋 學園にて初等講習會開催。會員 

（エ15名（將校の茨人二人。一等軍翳.小學校 

長等）。講師川两勇・林好美兩氏。終了後研究 

會開催の由。（神田氏報）

5月19日19時より京人舉生集合所 

で京都エス聯盟例會を開催乙た。そ 

の席上での報告によれば此新學期より大谷大 

學、同志祉人毋、龍谷大馭高等工業.第三中學 

等に初等講習開催の由。尙いづれI、引載き研 

究會をやってゐる由。京都市民の力は5月27 

日頃より每木曜日にカニャ書店にてF. K.硏 

究會隹行ふ。二の京都エス聯盟例會伐今後一 

層何白くて有意義にする相淡花する:iに決 

定。會の出（I四五H前に人每大朝の京都附錄 

の『會』關へiiすから京都柱住の同志の御參集 

を切理する。京都市內の郵便局員のための初 

等話習を開きその中に全阈郵便從業H會な作 

みさうな。♦同志安達隆一氏仕Plumejo « 
云ふ萬年筆屋4»始められた由。

—吉 三高エス符でじ〇月5 口より初等講 
ー冋習會を開催。第一日び外の會や心徒 

代表會議等のため來會者僅が20名程。進藤復 

三君が谶師。從來5月1Hの紀念祭（逹動會） 

にエス展覽谊をやるのた'が本年は紀念祭の視 

ひヵ等のおめ喰校側e畏生側ご慰見一致社ず 

ために5耳1Hの紀念祭は延期になったので 

遺2であるが右の期日確.崔次第にXス展仕や 

み筈なり芒。尙第二回初等講習及研究會を開 

< 〇 ♦ 5丿113 IJ15時よリ三爲エフ、會親睦 

會花開く。点先輩も小先輩も多數來會。色々 

の話が出て愉快であった。

丰大 爭部で"年屮每過二回Hス研究會

な行ってゐるご。尙初等講習I最近 

開催の山。

孝月28日19時より學會にて通俗工 
L_-!ス備演會あり。捉弘和氏の流暢むろ 

エス語演就あり〇同氏の永年の筒科醫の綁驗 

に基いて饑牙I」腔の衞生について話さみ。聽 

衆聘多く僉場の狹きを嘆ずる程であつ讥。そ 

れて'6 ]\以後（よ此會を73分金65錢也の蚕價で 

大きな部屋が借入れられる帝大山上御殿（池 

の端）て・催す二eに決定 い:。・府下中野町 

高橋秀明氏方で、小林東二おが初等講習を 

gvidiされてゐる。5月8 〇 Xり每週火上19 
時より2時間。講習生は少いが却ってい、結 

果を得るご思ふ。ニケ月繼續の豫定。

中央キ圏ゝ月7 Rより中央•人學にて同 

校エス會主催の講習會開催。

毎H正午過より四十分書休みも利用して川原 

次吉郞敎授が講初だCて講義花せらるざ。聽 

講者む〇名の多數にて.犬成功も败めつ、め 

りさ。

重大翳科5月18 riよリ東人雷季部解剖 

敎室にてEskulapida Klubo主 

催で初等講習開催。講師は生理學敎室助手给 

木正夫君。講習生S0名。

警備司令部
束京の警備司令部では5月

18日より每週火曜15—16 
峙:初芳講習を開催の曲。講師守隨一氏。聽講

岳は同.初令部附の將校連,25名。
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白・輕亠 且本醫科大舉で附屈病院青 

日不置穴 護婦のため騎富氏胎甲中尙入 

學生の了:め近々同人學にて講習を催す由。

出K . 旭光社內にて任火金丽u主こして 
丸匕ノレ 商業用エス語の講習川原氏が 

gvidiされてゐる由。♦尙例月の如く麴町元 

園町のエス硏究社にては梶弘和氏の講習あリ 

・川原次吉郞氏宅にて任火金兩日20時より 

講習雜談の集合を催じてゐるミ。會歿は月1〇 

錢さの二ミであち。

ーン 高 旣報4月21-2？日の初等講習 
二輒由女を致1まい:。講演會も講習會 

もすべて一昨年同校御卒業の安西、千野二同 

志の熱心なる努力によって計裁され遂行され 

化二ミ（丄特筆すべきこミで猶兩氏は同校圖書 

室へエス語圖書及雜誌の備へ付けに着手され 

まL/3〇 （森田氏報）1

5月13日13時より慶應大學內演說 
度穴 館にて慶大エス會主催で普及講演會

普及講演會ヱ晚餐會
伊波氏の琉球語演說—西博士の苦い經驗裁と堅い決心

柬京 
での

矢島嬢のエス演說----

去ろ5月1日一年振りで我が!］本エス學會 

ざクララ會过合同上催にて普及講;黄會を催し 

r:〇本鄕の帝大佛敎靑年會館で。生憎メーデ 

一こぶつかったりしたので豫期以上の聽衆も 

得る!さが困難であったが二百名程あった。 

午後2時クララ會の小澤豐子孃の開會の挨拶 

についで小林纖太郎氏（專修人學敎授）の『歐 

米旅行中に於けろEsp-istoの經驗』なる演題 

の下にエス語ざ（Ĥ何ぞやから始めて同氏滯歐 

中の各地同志この交遊をざき滔々數寓言一時 

間餘の間燃辯隹ふる任れた。同氏の雄辯仕例 

の二ざで常に諧謔もまぢへ興味津々さしてっ 

きないもので思“ずエスペラントへ聽衆も引 

き込んでしまふ力がめる。次にクララ會の矢 

島さだの孃が"Viヾ〇 de Esperanto nなる演 

題で短かかっったが感銘多きエス語演說むさ 

れ、それも巧妙に井上萬壽藏君が通譯した。 

特に婦人のエス演說（1當地でも普及講演會席 

上でやったこざ（エ之を以て嚥矢こすべく聽衆 

に多大の感銘を與へた二芒、思ふ。次いで西 

成甫博十が學腐的立場から論じて世界學術界 

にエス語の必要も力說され.最後に秋田雨雀 

氏が『人類の新しい呼吸芒してのエスペラン 

ト』なる演題のドにいつものゆったりざした 

しかも力强い感銘む與へる話をされ了:。同氏 

の演說は何日何所で聞いてt•思はず知らず傾 

聽されるニ芒が多い。期眞道氏の閉會の辭を 

む催す。聽衆は30名程に過ぎむかつ7:が皆熱 

心て•あっむ。〔開會の辭J中村喜久夫。〔T）・E.F 
・上義〕粟飯原晋つ〔歷史家ざ阈際心〕飯田忠純。 

〔國際的精神の消長に就て〕園乾治敎授。〔ラ 

ランス雜述〕成阳匝郞。〔閉會の辭〕松本淸彥 

の諸氏の感銘多き講演あり。閉會後三田通米 

華堂にて茶話會を開き樂しく ー・時間餘を過I 
了:。・5片14日より每週火金二冋初等エス講 

習也開始する。

屈十 別項記事の如25和日の普及講演 
明K 骨の後明治大學新間學會主催ごクラ 

ラ會主催の初等講習が開か“お。明治大學の 

方厲5月11日から每週火土二回15—17時一 

^号連續でやら:さにむった。講帥ほ新歸朝 

の成田重郞氏。講習生は二十餘名。

んー 一命クララ會主催の講習會（二5月 
クフフ曾8Hか、每週上曜山時間、二 

ヶ月連續でやるニざになった。

以て無事17時過閉會。

尙右講演會終了後直ちに帝人內山上御殿で 

晚餐會を催し讥。會する吿和名。守隨一君 

が司會者さむって18時開會。まづ成田重郞 

氏の滯歐中の見聞談について種々御話がおっ 

て、佛國咚他各地の同志の樣了待に巴里市I： 
於けろヱス》里動の話がめっね。次に森田松榮 

女史のエス演説があった。次に食事。食後久 

し振りに出席された琉球語學の權威伊波普猷 

氏（同氏（I琉球の方で“七ハ年前エス認を學 

ばれ化。當峙沖繩縣にに可成大きな會がでも 

たのであったが、その後同志が多少各地へ哉 

リち•りに別れ7ゴ:め餘りふろdなくなったが 

近年同氏は東京へ移られた。）に乞ふて一場の・ 

演説なお願ひした所自分の11本語の演說は下 

手仁:れでも琉球語なら熱辯もふるへみのに 

がご御謙遜されたので出席者一同がそれで巴 

一つ琉球語でお願ひしたいご申出たのてゝそ. 

れで任いふので琉球語でされ仁。それを同じ 

琉球の方で吹造社に動めて•如られろ比嘉挣潮 

氏护日が語に通譯され化。勿論U本語ざ琉球 

語ビ任しざもご同じ言語から別れたしのでか 

おから口本語ミ同一の語彙がかなりあみ乂多 

少判み所もおろが仲々わからない所が多い。 

日本國內でも薩摩や東北の方言は仲々わがら 

はが之にみても對外的に必要さ考へられみ國 

際語がH本の或內でも必婆な氟がすみ。尙同



夜出席された沖繩縣の方々は御婦人方沧加へ 

て嫩氏にのぼるが非常に愉快な會合であった 

から今後しか\る會合には.屢々出席Lたいき 

の感想をもらされてゐたさうである。

ついで两博上の御話。博七（よ滯獨中世界大 

戰が突發して一時锁逸に監禁され後歸朝に際 

して瑞西な通過する際獨逸最貞の北部地方を 

通ろ時汽車屮で（1獨逸語許りだつ讥がヽ一度 

汽車が佛國の勢力範圍の地方へさしか\なミ 

一變Lて車中の人々の言語が佛語I:早換りし・ 

今まで獨逸諮を話してゐろ車當も早速佛語を 

話Iうっかり口癖で獨逸語が飛びだすご側の 

人に白眼でにらまれ兀がさて一夜の巾にマノレ 

セーエにつき乘船い:船が口本船で船客“殆 

んビ外人で英語萬能さいふ早換リで.語學に 

得总な同悌士も僅か一書夜の間に觸佛英の三 

語の使ひわけが生命I；關はら程必要さなりこ 

、に國際語の必要を痛感されてエスペランチ 

フ、卜になられ仁この御話むせられた。次いで 

『自分の下で研究する研究生の方仕全部エス 

語も使用Iてもらひ、論丈t FI本文かエス文 

のいづれかでなければ御斷りすろ方針だ』ミ 

かたい決心む示されたので我厲同志一同取を 

九、いて快战もさけんだ。少憩の後今秋の人 

會準備協議會を開き井上君からH程に關する 

私案を發表され7:。尙大會に關Iてやろべき 

演劇仁さか建動方法等について小林氏や成田 

氏等から提案や希里がむった。閉會"門限の 

22時。

新聞雜誌と珂灵
・炬火（東京外寫枚友會誌）—「圃僚寤問牴 

の歸結」に付き 林廣治氏•（三月發行）。

♦English 一月號よリエス講座。ハ木口出雄 

氏C»
・科學畫银3•月號よリエス講座。石黑修氏。 

・サンテ-一每Hへエスに就^、实戶圭一氏〇 

・京茁醫舉雜誌へ京人病理の山極學士の論文 

抄錄 Pri V j）ato logia-a I lato inia Sangigo ĉe 
veneniĝo de kalio bikroinato.

・岐卓商峯事谀創立20週年新築落成祝賀紀 

念號ーー咋秋の同校祝賀の際同地同志の努 

力によりエス展覽會が催されたがその寫!Ŭ 
や記事がで、ゐる。Cili田淸一氏贈）

・醫界時報3月27目號。TEKA亡就き。（鈴 

木正夫氏）。

〇鬻家外國語雜誌ー—每月。村田正夫氏。工 

ス丈の醫學上の模範文時・釋して連載。

・日本の醫界（3月10 □號）Internacia Me

dicina- Revuoの紹介記事。

・文莹戰線Fronto）五月毀。「コンミエ 

ン戰士のパイプ」Sennacieca I<evuoの文藝 

記爭の飜譯。

・東京朝h新聞5月4 n -n n『赤化さ綠 

化』淺田一博士一（エス宣傳論文） 

〇此關の記車をいたヾきたし。

Esperanto 一點張の結婚式
2月22 |JオーストリアKienに於て純Esp 

式結婚式が嗥行された。新郞任塊太利風Eッ 

代表會會長Water Sinita!氏、新婦に大爭助 

手Dro Liane Domonkos孃で矢張Esp.代表 

會の會計掛、式の司會者けヽヽ牡】】の修道院長 

にして Aŭstra Katolika Ligo Esp.の會頭 

F・Wolfgang Nedwid氏で、Esp•で式も始め 

Ksp.の祈おで式を閉じゝ列席若を驚かしたこ 

云ふ〇

< Esp.と警官
瑞典のIntemacia Esp.-Servoの報ずる所 

によるさ、

ゝ Barcelona, ]5erli<i, Breslan, Budapest, 
Cheniinitz, I>resden; Leipzig, Lisboa, Madrid,

Efonte video, Braha, Rio de Janeiro,ヽヽ'i（?n 
等に仕實聲にEsp.を操っろ蠻官が居ち。彼 

等は制服の上に待別の印ね佩用IてEsp.の 

通譯みすち事を明にして居•るさ。 ・-

;ワルサワ大學敎授

波關ヽVarszawa大舉の敎授Jlaudouin（Ie 
Com"eyの新著『國家論』の中に・彼任］沁）. 

な賞揚して日く.全人類も附弄的一大風家に 

まで發展させる諾要素の屮Esp.（よ重要な役 

割も演ずるであらう、io

講習皆出席者に費用拂戾し
瑞两Ben!に於て!X-Oの町の中でありな 

がら佛語e獨逸語ミを用ひろ別々の講習會を 

開催しなければならぬ。かくの如き所に於て 

（〔-•儈甚しく国際語の必要も痛感すろであら



5〇面白い事に瑞西の遞信省は、最後まで講 

習な娥けた者に對しては、全講習に耍し了:我 

用や敎科書代を拂ひ返して < れる相だ。

社僉民主黨Esp.聯盟

塊太利で厲上記のEsp.聯盟の活躍目ざま 

［く、1月15日にはWienの勞働者俱樂部 

で宜傅演說會を行ひ、引きつ£き講習もやっ 

了:。聽講者53名。

成績優良者は無料で大會參加

1月 23 日 I二英國の l4incashire, Clieshire 
Esp.聯盟の人會があり1〇〇餘人の地方代表 

が參加した。多くの議鏡の中にヽ最近にこの 

地方の少坤脅年の7 :めに1沁）•試驗も行ひ > そ 

の成績僮等なるしのに對して（二今次の他界大 

會に於けるすべての賈用も拂ってやらうざ云 

ふ事に決まった。

綠の國芬蘭
文部省自らが色々援助してくれてErfP運 

動が發展して行く芬蘭回に對して、何時も義 

望の口を向けて居たが、今 乂、文部大臣後 

援.Esp.學會主催で24の各地から集まった 

34人の敎艮にEsp •の講習沧行った。この34 
人の敎はからは無數のEsp・・iM〇が生れるで 

わらう。

ザメンホフ街
Dresden市（獨逸）中の將來有望な一街は二 

れからザメンホフ街ご呼ばれる事に當市々長 

及び市參事會に於て決立され仁。波朗の同志 

が回狀な廻任して备國同志が!の例にならふ 

樣に慫通して居ち。

換太利中等學校へ宣傳

官設Esp.檢定試驗委員會長であり、文部省 

の視學官である填太利のFranz W011111ann博 

士の熱心な活権振りは、敎育會の視聽も惹き 

中等學校敎員の義務的な會の機關誌"Der 
Mitte唸chulleh曲”に寄稿花請はれ、長篇の 

立派な論文も書いた。先入主や偏见を持たな 

い第二國民の頭にEsp.な谖み込ませる爭仕 

重要な効果の多い仕事である。それに任先づ 

頑牢な敎育者の頭から改造すべJ かくの如 

き試みは紙々imitiさるべき可"思ふ。

Konigsberg 見本市

昨年行はれたKonigsburg市でのEsp.講 

習放送任驚くべき多大な反響も叫び起じ、多 

數の同志を得たのに剌戟されて.今春の常市 

見本市に際IてKsp-の展覽會を催し、入場者 

の氣な煽らうミして居る、Esp・文举や各極資

料な展覽する中に冷迄に使はれ經濟茨通 

方面の 皿p・實際資料ん澤山集めて見せみさ 

云ふ〇

大盛況のEsperantisto舞踏會
3月6日EstonioのTallinn市に於て大盛 

況のKoncert-baloが催された。出席者350人 

夜中の2時過ぎまで踊り拔》その時の純益釣 

50 Mミ云ふのを見てもその盛人か爭が思ひゃ 

られる〇

銀行屋のEsp.會
3月9 H伯林市に銀行屋のエス會（Berlina 

Bankfaka Esperanto-Grupo）が成立 t /-〇 そ 

のプログラム仁、I） Esp.か育て、行く;ミ 

IT） Esp.で各分野の科學を育て、行く :こ。 

lli） Esp.を銀行家の間に擴めるM、IV）外 

國の同業者ご連絡を取あ事・等。匕に30國 

0 300人な網羅Lて居るざ云ふ。

Budapest市の大成功
ノ\ンがリイ勞働舌Esp・協會の丿ヾ活躍“屢 

々報じた所であるが咋年中に锻し7:講習會の 

數225回講習生は2500人に及んだ。所が御多 

分に洩れず金は足りないし、失業乂失業で財 

政には人困越加來たして居た折柄、首府ブタ 

ベスト市の橡篦から今年度分壬1て1500,萬 

kunoj頂戴すあ事になった。日本貨に換算す 

ろさ大し讥額にはならないかし知れないが近 

頃有難い話である〇二の律の活躍4勞働者間 

に多大の典昧を总き起し、社會民主黛の新聞 

Nĉpszava紙も始めゝI:培;杂皿曲ヾ盹】6k Lapjat 

等は盛んにE$p・の記事な揚げた。

Esp.を必修課目に
佛しvonの一商業學校はEsP・も必修課冃 

に編入LĴ;〇佛蘭西巴里の商業纟議所が力瘤 

も入れI:結集〇

Egiptoにも盛んなEsp・ 込

Port Saidの同志C・M. Cather氏は銳点 

エス語の普及に盡力した結果當時の10新聞は 

エス語記事な扌曷栽して居る。その內譯はアラ 

ビア語新聞4.英語新聞2.佛闊西語新聞2. 

希臘新聞2に及んで居る。

Zamenhaf裨開幕式
Zamenhof碑の公式な開幕式（工〔ぬ 年 

Danzigで行（Iれるべも世界大會の際に呼 

事は先年のĜenevoの人會で決議した所〔か 

るが、本年4月】8日一先づVsrsoEoの同蘇 

が中心になって開幕ね擧行した。附近の各國 

同志並に同碑の實行委員が集って莊嚴な式显 

終った。 〔守隨一記〕



エス語が取持つ緣

—新愛知新聞の記事f

新愛知新聞5月2日の第7面に七般ぬ申寫 

激入りで『エス語が取持つ緣』さ題した初號活 

学の大見だむがついた特別大記事がでた。そ 

の序言にF1く『世界語ざ稱せられるエスペラ 

ントを語る同志の間に厲見知らぬ外或人の間 

柄ざてもごしこ•し文逋むてゐる二ざは多くの 

人々の旣に熟知Iてゐる所であるが.此處に 

n本の一兵卒ミノ\ンが、）一の一少女きの問に 

些細の音信炉ら僅かのF!子の間に御互の胸中 

ん語り合ひ果て厲その男は除隊をまって曲波 

ね蹴って遙々ハンがリーまで赴いて靑春の血 

に燃尢る兩人が相共に手も携へてエス語の研 

究をする二ざになってゐるざいふ純愛な國際 

的な物語があち。』ミいふ相だしで『日本の 

ー兵卒过は岐阜縣••……の多治見銀行支配人・… 

”•・氏の長另伊藤仁看ざ云ひ目下岐阜歩兵聯隊 

に上等兵ミして勤務中の一靑年で、相乎の少 

女は洪牙利の首都プタベストに住むパノレマ\ 

ラマチンスズキーさ云ひ芳紀正に17歳の勢 

眼の姜少女であ"父君け夙に此世を去り昨 

侔同地の女子商業を卒業Iて今は家庭にあり 

母一人娘一人の生活に學事や刺繍なざ昨にっ 

いて習得Iてゐる富裕な家庭の獨り娘である 

伊藤君のエス語は…••…殆んビ獨舉で需つ7:も 

のであるが現在では諛んだり書い讥りすち二 

さは少1の不自由し感じない位に上達Iて用 

り・昨年5月の新愛知のエス語溜に扌昌載され 

讥各國のエスベランチスト名によってパルマ 

孃も知り最初仕....など端的な通信をやって

ゐア:が度!Kなる中にお互の趣味や思想の交換 

ミなり・・・・・・・・最近ではパ孃から「洪牙利へ來て 

（エビうですカ・c學校の方1及ばず乍ら御附話 

を致します。私£11本へ行って見ア:いさ思っ 

てゐます」ざ5!情な吐露I讥俭しい通信があ 

ったので、0卜藤君の豫ての希望であら貿易の 

知識も實際的に硏究すあのね機會さLて誘仕 

み、ま、ニの口月の除隊をまって渡歐すみ 

决心であるざ。……“』。最後に同氏ミ記者の會 

見記な添へI!同氏及パ孃の寫眞及ノ、カ•キが出 

てゐる〇 t

尙新愛知新聞のエス韶欄（每週一冋）枝大正 

13年2月に現人和旭新聞主筆保見朝花氏の 

骨祈で設けられたtので、同氏の榮轉に際し 

同年3月から山⑴弘氏がその線•輯を引繼がれ 

14年8丿］迄暢載したりのの由。音人はエス脚 

の再現ぶのぞんでやまぬ。

ききがき

审日の四昨から講習一福富君（H木關大
初匕ノ藥局員）は看護端のため講習をやっ 

てをられるが執務陆問をそれに裁Lて"惡い 

さいふので每週一冋同君宿直の翌朝4時半か 

ち8時半迄講習をgvidiされるざ、眞に懦夫 

加1て立しむみ慨があるで任ないか。

gjumの中西義雄氏よりーー私（I偶然に
尸人111北九州唯一の肓人心］）・认〇上田駛 

三氏あ識りまCl:〇彼は實に明治25年/［［で東 

京の盲人技術舉校出身で現在耶馬溪に近いハ 

屋町に住んでゐます。彼（［大正12年點字每 

日によりエス語の使命もしりカニャの點字講 

習讀本を取よぜたが御承知の標にハ木氏の懿 

本では獨習は到底不可能で問もなく殊宇辭典 

も購入Lて痂習を企てられ讥が相變らず駄目 

で失望されてゐた所、FĴ本エス社の點字敎科 

書のこさもき、早速之を求め專心躅習された 

さうで.私が同氏也識った去み1月にし旣に 

ハ木氏讀本の前半任流暢に諛み得る程度にな 

ってゐまし!:〇完全な眼Aハった我々でさへ 

前記二册の敎科書ご辭典で痂習すろ二ざの難 

事であちここ（戈勿論なので失明の同氏が二の 

難業も貫かれたのi工感嘆に價します。尙氏の 

宣偉により三人の靑年が同氏についてエス語 

を硏究Iて居ますC

謡p円の加茂氏より森田女史への最近の
际叫け息に『此の四刀三高へ入學い:渡 

邊喜久造氏は靜岡の綠星俱樂部の价貝であり 

學命の會員でもあるが同氏厲同地實踐商業卒 

業後その頭腦明晰なミを上長より認められて 

種々の使宜も得て僵學カ行して美事离校入學 

試驗の難關も通ったもので又人蠻熱心なエス 

ペランチストである。••.•••••…•受驗準備に英語 

の本ご首引きで靑息吐息の連中の多い世の巾 

にエフ、語をやってゐた人が悠々ごパスするの 

はよろ二ばしい。…••…同君の前途の幸多から 

ん二ざ、將來益々ヱス運動に轿進されん二さ 

を衷心より祈るLのであります。尙乂同クラ 

アの儈員であり學會々nたる桑原氏は今何長 

野縣へ轉住され7:ので熱心な同志が一人一人 

ざ靜岡をさられい ミになったの（I淋いゝ。

3月末fi分で諸習をやらうさい:が主人に 

吃られて失敗に終ったが海外の同志ご任今尙 

通信してゐます』ざ。因みに二の通信（I全部 

立派なエス丈であるが同氏は僅か尋常五年修 

業の上現在まで下駄職工をIながら傍らエス 

語を舉ばれたのだこ。同氏も亦立志傅中の人 

こ云ふべし。 ‘ •



8

噂の種

ロシャ人のラシャ賣りとエス語

『別項所裁の三重縣久尿町で講習が開かれた 

についてけ次のやうな興味深い揷話がありま 

す。同町近在の村に住む中两更孝君ざ云ふ方 

が三年程前から熟心にエス語の硏究もされて 

ゐア:が不幸にも近くに同志しめまりにむいニ 

壬故エス語を實地に使ふ機會もなく又白らそ 

の機會を求める二^に努力されみでしなくた 

ヾ物評かにエス書籍にのみよみ耽ってをられ 

たのだヨうです。所が同君しエスペランチス 

トの御多分にIれず例の如く綠星章か胸にっ 

けて近在むかよふ輕便鐵道に乘って力・タカ・夕 

ゆられてゐたんだそうです。所が不意に橫あ
A

ひから"Cu vi parolas en Efperanto ? n ざ 

ぎなろ者があるので驚いて眼もみはみざ六尺 

ゆたかIある大男——しかt碧眼赤髮のロシ 

ヤの鄢紗賣り——パったのです。そLてその 

男いぐ懷中から输星审ねだIて同君に見せ 

たので同君も初めてそれざさざりゾいに語り 

談じたく厲思もったが何分一・度も稽古もせず 

實地に使用し7： : ĉのないエス符話の事故手 

まりや筆談やらで丁度小供ご大人この對話の 

やうな珍現象む現出し了:がさにかくお互の意 

志も通にあ1ごがで｝たので同君はや、恥か 

いゝような思ひで握手して別れられた〇其□ 

から同君は全く別人のやうになり眼ぼいゝ家 

な戶別訪問して（［エス語の訓習會nを集めて 

あるいたのです。歩兵抚3?聯隊、農林肆校、 

小學校、郡役所等わかたつばしから訪ねては 

此の外國人この會見の件を話して命員を集め 

たんです。それが今回の講習さなったわけで 

す。云復ばーロスヤ人のinstigoによってー 

Ĥ本人がlaboriい:わけです。』さ（林好美氏 

よりの通信）。

JKafe^〇 u Verda Stelo M の出現
H頃東京の同志が谓他してゐたkafejoが 

出現い:c『べ丸みだすてみ喫茶店』ミ云ふ純 

然たみエス語名であZ）〇所巴神田區表神畀:；T 

6蒂地（柬京堂の前も少し神保町の方へ行キ左 

に折れる）です〇神田ぶらのついでに（Iぜひ 

立寄り給へ。Menuoしすっかりエスで書い 

てある由〇その中に Kelnerinoj |： t每Hエ 

ス語も敎へろきの事。

大阪支部の火曜日例畲は

支部所在地（两成隔玉出町1090来FH方）が 

集介に不便な爲例會/：IHX今般西區土佐城通 

二丁目大阪基督敎肯年會餡に塑更店決議し自

今每央曜18.5時一 21.5誌迄符合會話の探習譯尢 

諫比他に就いて知識の交換をなすざ。每冋通軒 

知の勞知省^本誌上むかりて頂告す。問合せも 

找同館內あ赫熊穗君宛の二ざ。 ア

.. R本エスペヲント學伶人阪支部 ・

醫家エスペランチスト諸氏•’（ 

.去る4月3ロの「鉢の木」での懇親命（前號 
記爭參站）の決議に茶き仝國のEsperantisto S 

たる辭辱は係者を…博ばIて原忧的行動もご« 

み爲 Jnpnna P>perantista redi cin ista Asocio 人 

を設立すみ二过になりまIた。其手初めミ匕辛 

て各地同志の住所錄・作成致すべきに付呂諸9 
君の住居・職務等に就ま下葩宛御一報願ひた印 

し。御知合の方にし御偉莒下さい。 ・

柬京市本螂區帝大醫學部解割學室內 .

日本醫學エスペラント協會创立事務所 I 

各地運動の通信を下さい ?

•エス運動の寫眞を下さい !

◊迅速に・算1円に。I厂確に。II本文で〇寫加r 
は一布件一;枚にI5U6多人數うつったもの〇 ! 

送付先は當分通信、寫讯共「東京市木鄕區來- 
町48前田方岡本好欠］こせられた匚。 ®

' !!!!御運知を!!!! *
Aldono t :、に冕4號ざなりま1t:〇內容 

も益々吹善充實い:いざ思ひまマから忌憚な 

き御批評いかせて戦事たし。それから紙面 

の都合もみて峙々1—2頁もさいて次の如»特 

別の材料を蒐集して搦栽］たく存じまでから 

各地热君からの御通知も仰ぎれく思ひます。

1.一般書籍中エス記事ので、ゐる書籍名及 
その頁な卸通知下さい。 :よ蜿k

2 •一般の雜誌で（但し大正"年］月以降のも
の）エス記事なれL沢しの。 • ；• *

3 •一般商品のエス名、商店のエス名■エフ\ 

文のレッテノレ、エス宣傳な含んだ商品.エス 

でかいた看板.飾窓の裝飾（但すべて現存の 

もの古いIのはさらず）等出來みむら材料・> 

（二れはエス展の資料ごI永久に保存す）。

以上一切通信先"上さ同一の二ざ。
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“ KOMERCA

ENTREPRENO DE U.EA
IMPORTISTOJ KAJ EKSPORTISTOJ

Marunoudi Building, Tokio, Nipponlando. 'Fono： Uŝigome 6584

上野韵事株式會社 
柬京市麴町區永樂町一丁目一苗地 

丸の內ピノレヂソ厂第八七九號 

電話牛込六五八四番

KJOKKOSA
MAŜINO-FAKO RADIOFAKO

3 — 1, Mamamacu-co, Siba, Tokio 
.'Fonoj: Takanaŭa 6059 & 7981

FREMDLIBRO-FAKO
N-ro 879, AfarunonĈi-Building, Tokio 

'Fono: Uŝigome 6584

旭 光 社

丸の內出張所

エスベラン 霑の御華客に限り次のラヂオ機具を特價にて阪官致します

受信機、組立用キット・擴聲器、兩耳聽取器.蓄電池、乾霍池、 

詳細厲御照會を願ひます

エスペラント 書目錄進呈
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趣
味
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エ
ス
ペ
ラ
ン
ト❸

理
想
の
講
習
副
讀
本!
 •

初
等
講
習
の
際
乂
は
終
了
後
、
適
當
の
讀
み
物
が
な
い
ご
は
殆
ん
ざ
総
て
の
同
志
の
遺
燻
に
思
ふ
所
で
あ 

る
。
本
書
は
著
者
多
年
の
經
驗
に
基
き
前
篇
を
興
味
津
々
た
る
フ
モ
ラ
ー
ジ
ョ
ビ
し
、
ブ
ロ
ヴ
工
严
ポ
イ 

及
文
人
哲
人
の
鶴
句
を
挿
み
、
後
篇
は
文
學
的
香
氣
豐
こ
る
、
例
へ
ば
ト
ル
ス
ト
イ
の
「
ア
ン
ナ
カ
レ
ニ
ナ
」 

イ
ブ
セ
ン
の
「
人
形
の
家,J
ワ
イ"

ド

の

「
サ
ロ
メ
」

シ
ェ
ン
キ
ウ
ヰ
ッ
ツ
の
「
ク
オ
ヴ
ァ
デ
ィ
ス
」
の 

拔
粹
、
或
は
モ
ー

パ
ッ
サ
ン
ヽ
ッ
”
ゲ
ネ
フ
、

ロ
マ
ン
ロ
ー
ラ
ン
の
短
篇
等
を
集
錄
し
、

ffli
八
味
の
中
に
飽 

く
こ
芒
な
く
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
に
習
熟
せ
し
む
る
・
こ
の
種
の
最
初
に
し
て
理
想
的
な
る
副
讀
本
で
あ
る
。 

本
書
は
又
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
界
稀
に
見
る
美
本
で
あ
る
。 
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